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はじめに 

文部科学省においては、地域社会と連携し、全学的に地域を指向した教育・研究・社会貢献を進める

「地域のための大学」として全学的な教育カリキュラム・教育組織の改革を行い、地域の課題と大学の資源

の効果的なマッチングによる地域課題の解決、さらには自治体を中心とする地域と大学が協働して地域振

興施策の立案・実施に取り組む大学の活動を支援し、自律的な改革を促進することを目的として、平成 25

年度に「地（知）の拠点整備事業（大学 COC事業）」を創設しました。 

広島大学は、広島県、さらには中国・四国地域の基幹大学として深刻化・多様化する地域課題の解決に

率先して取り組むことをミッションとして捉え、「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」の形成を

テーマとして本事業に取り組むことにしました。 

本事業では、広島県・広島市・東広島市（実施段階で呉市、三次市、安芸太田町、大崎上島町、世羅町

にも拡大）との密接な連携のもとに、広島地域の固有の課題である「ひろしま平和発信」、「条件不利地域

対策（実施段階で中山間地域・島しょ部対策と名称変更）」、「障がい者支援」を重点課題領域として設定し、

全学生が現場体験を基本とする新たな教育プログラム「ひろしまイニシアティブ拠点」に参加することにより、

「ひろしま」を知り、理解し、発信することのできる人材育成をめざすこととし、３領域の地域課題の解決をテ

ーマとして、新たなカリキュラムの開設、地域志向教育研究の展開及び地域社会への還元に至る取り組み

を展開してきました。 

本報告書は、平成25〜29年度における広島大学の「地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」への取

り組みと成果について取りまとめたものです。 
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Ⅰ．事業概要 

１．地（知）の拠点整備事業の目的 

我が国においては、急激な少子高齢化の進行、地域コミュニティの衰退、グローバル化、新興国の台頭に

よる国際競争の激化など社会の急激な変化や東日本大震災からの復興等の課題に直面しており、持続的に

発展し活力ある社会を目指した変革を成し遂げることが求められている。特に、日本全国の様々な地域発の

特色ある取り組みを進化・発展させ、地域発の社会イノベーション・産業イノベーションを創出していくことが求

められている。このような状況において、大学及び大学を構成する関係者は、社会の変革を担う人材の育成、

「知の拠点」として世界的な研究成果やイノベーションの創出などの重大な責務を有しており、学生が自らの

未来を主体的に切り拓く能力を培う大学、地域再生の核となる大学、社会の知的基盤としての役割を果たす

大学等が目指すべき大学像として求められている。 

以上の認識の下、文部科学省においては平成 25年度に「地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業）」を創

設した。本事業は、地域社会と連携し、全学的に地域を指向した教育・研究・社会貢献を進める「地域のため

の大学」として全学的な教育カリキュラム・教育組織の改革を行い、地域の課題と大学の資源の効果的なマッ

チングによる地域課題の解決、さらには自治体を中心とする地域と大学が協働して地域振興施策の立案・実

施に取り組む大学の活動を支援し、自律的な改革を促進するものである。 

 

２．広島大学における地（知）の拠点整備事業の概要 

（１）広島大学の地域志向への取組方針 

広島大学は、「自由で平和な一つの大学」という建学の精神の下、「①平和を希求する精神」、「②新たなる

知の創造」、「③豊かな人間性を培う教育」、「④地域社会・国際社会との共存」、「⑤絶えざる自己変革」の理

念 5 原則を掲げている。これらの理念に立脚し、未来を担う有能な人材を養成するともに学術を継承・発展さ

せ、もって地域社会及び国際社会の発展に貢献することを本学の目的としている。 

総合大学である広島大学は、これまで各分野で地域社会との連携により様々な教育・研究等を実施してき

た。これらの蓄積を踏まえ、地域との協働のもとに地域課題の解決につながる新たな教育プログラム「ひろしま

イニシアティブ」を全学のに展開することを目的として、「地（知）の拠点整備事業」に取り組むこととした。 

 

（２）対象地域の課題 

本事業では、広島県・広島市・東広島市（実施段階で呉市、三次市、安芸太田町、大崎上島町、世羅町に

も拡大）との密接な連携のもとに、広島地域の固有の課題として以下の３つのテーマを設定した。 

（ひろしまの平和の継承・発信） 

広島市は、世界最初の原子爆弾の被害からの目覚ましい復興を遂げ、国際平和文化都市として核兵器

廃絶と世界恒久平和の実現に向けて、被爆者の体験と願いを世界に伝えることを課題とし、広島県とともに

核廃絶、復興・平和構築、新たな安全保障体制の構築と、それらの世界発信を推進している。しかし、戦後

70年を経過し、被爆者の高齢化、被爆資料の劣化等の問題を抱えており、被爆の実相を後世に伝えること

が困難になりつつある。広島に立地する広島大学は、これらの課題に取り組み、平和への思いを世界に発

信する人材を育成していく役割が求められている。 

（中山間地域・島しょ部等における持続可能な地域の再生） 

広島地域は、瀬戸内海島嶼部や中山間地域の過疎化、高齢化に伴う地域の活力低下等の社会課題に

直面している。エリア内に過疎地域、中山間地域を抱える広島県のみならず、政令指定都市である広島市

においても高齢化、人口減少が進む地域の活性化、地域コミュニティの維持・回復が重要な課題となって
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いる。広島大学には、これら条件不利とされる地域の人々が、ハンディキャップに制約されることなく豊かな

暮らしを営むことができる社会の実現に向けて活躍できる人材を育成することが求められる。 

（障がい者など社会的ハンディキャップを持つ人たちの支援） 

高齢者や障がい者のみならず様々な社会的ハンディキャップを持つ人々が生き生きとした人生を送るこ

とができる「共生社会」の実現が求められる中、地域の現場においては具体的な実現手段、支援体制の構

築が課題となっている。広島大学は障がい者・障がい児等の教育、支援への取り組みや男女共同参画、多

文化共生等への取り組み（ダイバーシティ＆インクルージョン）を進めており、地域社会において具体的な

支援体制の構築や人材育成への役割が求められる。 

 

（３）「ひろしまイニシアティブ」が目指すもの：「ひろしま平和共生リーダー」の育成 

「ひろしまイニシアティブ」が目指すのは、「地域や国、年齢、性、人種等の違いや障がいの有無を超えて、

いつでも、どこでも個々人が幸福な人生を享受できる社会（＝平和共存社会）の実現」である。「平和」は、本

学にとって最も基本的な概念であり、広島地域において共通の願いである。 

そこで、この目標に向けて広島大学と地域社会が協働で取り組む戦略的な課題分野として、「ひろしま平

和発信」、「中山間地域・島しょ部対策（実施段階で条件不利地域対策から名称変更）」、「障がい者支援」を

設定し、全学の学生が受講することができる新たなプログラムを構築することとした。これらの課題分野は、す

べての人々が平和を希求し、共に生きる社会を実現するという意味で共通した課題であり、広島大学が取り

組むことが求められるテーマである。 

そこで、本学の建学の理念である「平和を希求する精神」を踏まえ、「平和」の意味を「全ての人が共生でき

る社会」と捉え、そのような社会の実現に向けて身近な地域で課題解決に主体的に取り組むことのできる人

材：「ひろしま平和共生リーダー」の育成を目指すこととした。 

なお、平成 29年４月に発表した新長期ビジョン「SPLENDOR （Sustainable Peace Leader Enhancement by 

Nurturing Development of Research） Plan 2017」においても、平和実現の責務を新たな大学の長期ビジョン

に反映させることとしており、「ひろしまイニシアティブ」の重要性が高まっている。 

 

 

 「ひろしまイニシアティブ」の位置づけ 
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３．事業計画の内容 

「ひろしまイニシアティブ」は、広島大学と地域のステークホルダーが協働して、広島地域固有の課題解決

に取り組む人材を育成する独自の人材育成プログラムである。本プログラムでは、教育・研究・社会貢献（地

域連携）活動を有機的に関連づけ、「ひろしまを知り、理解し、発信する人材」（ひろしま平和共生リーダー）の

育成を目指すこととした。 

（１）教育活動 

１）育成する人材像 

「ひろしま平和発信」、「中山間地域・島しょ部対策」、「障がい者支援」の3つの重点課題解決の端緒とな

る活動を、全学生が「教養ゼミ」や「平和科目」等の中で経験し、さらに専門課程において「広島イニシアテ

ィブ特別科目群」を新たに設け、学生が地域の重点課題解決に向けて自ら学び、自ら考え、主体的に判断

し、解決する機会を提供することで、「ひろしまを知り、理解し、発信する人材：ひろしま平和共生リーダー」

の育成を目指す。 

２）人材育成の方針 

本事業では、以下の 2点を教育カリキュラムの基本方針とする。 

○課題を抱える「現場に出向いて実際に活動する」 

○現場での活動を全学に展開する 

３）授業科目の設定 

①教養ゼミ、平和科目 

「ひろしま平和発信」、「中山間地域・島しょ部対策」、「障がい者支援」のそれぞれの領域において、

全学必修の導入科目である「教養ゼミ」や全学生対象の選択必修科目である「平和科目」等の既存科目

を活用して、「ひろしまイニシアティブ」の導入について学ぶ機会を提供する。 

②ひろしまイニシアティブ特別科目群 

地域に根ざした専門科目群として、新たに「ひろしまイニシアティブ特別科目群」を開設し、段階的に

各学部に導入する。また、各学部で実施済みであり、かつ本事業の設定する課題に適合する実習カリキ

ュラムも同科目群に組み込む。これらは、2年次以降受講できるように提供する。 

（２）研究活動 

１）基本方針 

教育プログラムの成果を地域課題の理解や課題解決を目的とする研究活動に繋げるため、「地域志向

教育研究事業」、「地域貢献共同研究事業」を創設し、地域を対象とした研究活動への取組みを促すととも

に、各領域において地域をフィールドとする多様な研究活動の展開を目指す。これらの活動を通じて、自

治体との共同研究、広島地域の企業との共同研究の促進を目指す。 

２）事業計画 

①地域志向教育研究事業 

現在実施している「広島大学地域連携推進事業注）」の[タイプ B]を基盤として、「地域志向教育研究事

業」へ発展させ、「ひろしま平和発信」、「中山間地域・島しょ部対策」、「障がい者支援」領域に関する課

題に対して課題解決研究を行う。 

注）地域社会から本学の研究者の協力を希望する研究テーマを提案してもらい、広島大学の人材と資金を活用して 

提案者との連携・協働のもとにプロジェクトに取り組むもの。 

②地域貢献共同研究事業 

コンソーシアムで高い評価を受けた地域志向教育研究については、さらなる共同研究の発展を目指

して、「地域貢献共同究事業」を創設・実施する。本事業では、重点課題領域それぞれについて１、２課

題程度を選定し、本格的な共同研究へと移行できるように支援する。 
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（３）社会貢献活動 

１）基本方針 

地域のステークホルダーとの連携により、本事業で得られた教育・研究活動の成果を地域に還元するこ

とにより、地域社会に貢献する。このため、ひろしまイニシアティブシンポジウム、フィールド地域でのワーク

ショップ、地域志向型公開講座等を開催する。 

２）事業計画 

①ひろしまイニシアティブシンポジウム 

本事業において開設する教育カリキュラムや「地域志向教育研究事業」に参画した学生が計画から開

催まで主体的に関わるシンポジウムを計画する。学生、地域住民、企業、NPO 法人などの参加を促し、

重点課題領域３分野のキーマンや学生による先進取り組み事例の成果発表等を行う。地域の抱える課

題の設定段階から成果報告までを学生と地域が協働した形で実施することにより、地域志向人材の育成

につながる。 

②フィールドサイト地域でのワークショップ 

教育カリキュラムや「地域志向教育研究事業」を実施した地域の自治体・住民等に対して、事業成果

や研究成果を報告するワークショップを開催する。本ワークショップは、直接地域住民や自治体と成果を

共有するともに、評価を受けることを可能とし、新たな課題提示の機会となる。 

②地域志向型公開講座 

本学公開講座の中に、新たに本事業の成果を踏まえた「地域志向型公開講座」を開設し、本事業の

重点分野を広く地域に学びの場として提供する。これにより、ひろしまの原点である平和、中山間地域・

島しょ部地域の活性化、それに障がい者支援活動のあり方について、学生だけでなく広く一般の県民等

まで学修を共有し、広島の歴史、広島の文化、そして広島の現在を理解し、未来の広島を共に創造する

ことのできる拠点としての広島大学の責任を果たすことにつなげる。 

 

 

  「ひろしまイニシアティブ」の全体像 
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４．事業の実施体制 

本事業を推進するため、平成 26年 1 月に開催した役員会、教育研究評議会及び部局長等意見交換会を

活用して、学長から「大学の方針として全学的に地域指向の教育研究を推進する」ことを説明し、意識の統一

を図るとともに、学長を長とする「ひろしまイニシアティブコンソーシアム（ひろしまイニシアティブ推進協議会に

名称変更）」及び実務に当たる「ひろしまイニシアティブ推進センター」の設置などの体制を構築した。 

その後、外部評価委員会を開催し、点検評価を踏まえて事業の改善を進めた。平成 29年度は外部評価の

受審、推進協議会での事業成果の報告・審議を行い、補助事業終了後の継続的な取り組みにつなげていく

予定としている。 

 

 
 

  広島大学 地（知）の拠点整備事業 実施体制（平成 29年度時点） 
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Ⅱ．教育活動 

１．教育プログラムの総括 

（１）教育プログラムの目指すもの 

「ひろしまイニシアティブ」の中核となる教育プログラムの目的は、「全ての人が共生できる社会の実現に向

けて身近な地域で課題解決に主体的に取り組むことのできる人材：ひろしま平和共生リーダー」を目指す全

学の学生に対し、系統的な学修の機会を提供することである。そのため、「ひろしま平和発信」、「中山間地

域・島しょ部対策」、「障がい者支援」の 3 つの重点課題領域においてカリキュラムの構築を行いながら、全学

の学生が受講するプログラムへと展開させた。 

 

（２）教育プログラムの構成 

プログラムの構成は以下のとおりである。 

１）学びの出発点としての「平和科目」 

広島大学では、教養教育のカリキュラムにおいて「平和科目」の受講を必修としている。「平和科目」は、

戦争・紛争、核廃絶、貧困、飢餓、人口増加、環境、教育、文化等の様々な観点から平和について考え、

理解を深めることを目標に開講しており、「ひろしまイニシアティブ」の出発点として位置付けた。 

２）地域志向型学修への導入として「教養ゼミ」の活用 

「教養ゼミ」は、教養教育の一環として大学教育へのオリエンテーション機能を果たす少人数形式のゼミ

であり、学部・学科毎の方法で実施している。この教養ゼミの時間を活用して、「ひろしまイニシアティブ」の

基礎となる講義・実習等の機会を提供した。このうち、「中山間地域・島しょ部対策」、「障がい者支援」の領

域では、それぞれの学部・学科の提供する 15 コマの講義を活用して独自のカリキュラムを創設した。「ひろ

しま平和発信」領域においては、希望する学部・学科の教養ゼミの一部として広島平和記念資料館での実

習や被爆者の被爆体験学習の機会を提供するなど、特色ある取り組みを展開した。 

 

 教育プログラムの構成 
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３）専門的なカリキュラムへの展開（イニシアティブ科目群） 

平和科目・教養ゼミを通して地域志向型学修を志す学生に対して、専門的なカリキュラムを提供した。具

体的には、中山間地域・島しょ部対策領域において「中山間地域・島しょ部連携特別講座」、「中山間地域・

島しょ部連携インターンシップ」等の科目を創設し、組織的なカリキュラム改革の取り組みを展開したほか、障が

い者支援領域における「特別支援教育サポーター派遣事業」など、各領域の状況に応じて特色あるカリキュラ

ムを創設するとともに、既存の講義と組み合わせて体系的な学修の体系を整えた。これらの科目は、可能な限り

全学の希望者が受講できることとした。 

４）全学が受講可能なパッケージ科目の創設 

以上のとおり各領域で展開してきたプログラムを系統的に学修することを可能とするため、各領域の重要

科目等で構成する「ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラム」注）を創設した。併せて、平和科目の一

つとして平成 29 年度に「ひろしま平和共生リーダー概論」を開講し、継続的なカリキュラムを構築した。この

特定プログラムでは「平和共生領域」、「地域共生領域」、「ソーシャルインクルージョン領域」という名称のも

と、より多角的な視点からの学修を行う内容となるよう充実を図った。 

注）特定プログラムは、広島大学の教育プログラムの一つであり、主専攻プログラムでは専門的に扱わな

い分野の学習、または資格の取得を目的とした内容で編成されたプログラム。「ひろしま平和共生リー

ダー育成特定プログラム」では一定の要件を満たした学生に「ひろしま平和共生リーダー」の称号を付

与する。（詳細は後述） 

 

（３）プログラムの実施状況 

平成 25 年度に各領域においてカリキュラムの編成や講義内容の検討を行い、平成 26 年度から学生に対

するカリキュラムの提供を開始した。このうち、中山間地域・島しょ部対策領域においては生物生産学部のカリ

キュラムの中に COCの体系を組み込むこととし、教養ゼミ（地域体験型 PBL授業）、連携特別講座、インター

ンシップ、フィールドワーク特別演習等の新たなプログラムをスタートさせ全学展開を推進した。障がい者支援

領域においても、教養ゼミへのＣＯＣ関連講義の組み込み、特別支援教育サポーター派遣事業等をスタートさ

せた。また、ひろしま平和発信領域においては、広島平和記念資料館との連携・協力のもとに、希望する学

部・学科において教養ゼミの時間枠を活用した広島平和記念資料館での展示見学やボランティア体験、被

爆証言の学習等のプログラムを提供した。 

平成 27 年度においては、広島平和発信領域で提供する教養ゼミの対象を全学に拡大し、希望する学部

学科において学修の機会を提供するとともに、各領域において教育プログラムの拡充や講義内容の充実を

図った。 

平成 28年度においては、平成 26年度から各領域において展開してきた教育活動を継続しつつ、COCの

目指す教育プログラムを全学の学生が履修できる体系を整備する段階とした。そのため、本事業において育

成を目指す人材像を「全ての人々が共生できる社会の実現のために地域で活躍できる人材：ひろしま平和共

生リーダー」として定め、そのために必要な教育プログラムを全学に展開するため、新たに「平和科目」の科目

の中にＣＯＣ関連科目を創設すること、及び「特定プログラム」を活用してＣＯＣ関連のプログラムを開設するこ

とを決定し、その具体化に向けて準備を進めた。 

平成 29年度においては、基本的には各領域におけるプログラムを継続しつつ、本事業終了後の継続的な

プログラムの実施について検討するとともに、平和科目「ひろしま平和共生リーダー概論」を開講した。また、

この科目を導入として専門的な学修科目を提供する「ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラム」を確立

した。 

各領域における教育プログラムの内容と実施状況は以下にまとめるとおりである。 
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２．ひろしま平和発信領域 

（１）総括 

１）ひろしま平和発信領域の目指すもの 

本領域は、広島平和記念資料館との連携により、ひろしまイニシアティブの基礎となる「平和」について

被爆地ヒロシマの現状を踏まえて基本的な考え方を理解させるとともに、広島平和記念資料館での実習、

ボランティア活動等の機会を提供することにより「ひろしまを知り、理解し、発信する」ことができる人材を育

成することを目指した。 

２）プログラムの構成 

プログラムの構成は以下のとおりである。 

①教養ゼミ・平和科目へのプログラム提供 

広島大学の入学生の約７割が県外出身者であるため、「ヒロシマ・平和」について知り、考える契機とし

て、各学部・学科で全入学生を対象に実施する「教養ゼミ」において、学部・学科の希望に応じて広島平

和記念資料館の協力により被爆の実相や被爆証言を学ぶ機会を提供した。また、全入学生を対象に受

講を義もづけている「平和科目」においても、担当教員の要請を受けて講義・広島平和記念資料館での

体験活動等の機会を提供した。 

②専門科目の試行 

広島の被爆の実相や平和への取り組みを体系的に理解できる人材を育成するため、座学、施設見

学・被爆体験者講話、平和記念資料館での体験活動等から構成する特別科目「ひろしま平和発信演習」

を開講した。このプログラムは、本部キャンパス（東広島市）と平和記念資料館が遠隔であり本部キャンパ

スの学生の受講が困難であるため、広島市内に立地する霞キャンパス（医歯薬保健学系）の学生を対象

にカリキュラムを編成した。 

なお、これらのプログラムを受講を契機として「ひろしまを知り、理解し、発信する」活動に取り組むこと

を希望する学生に対して広島平和記念資料館でのボランティア活動等の機会を提供することにより、学

生の学びへの動機付けとすることを目指した。 

 

 

ひろしま平和発信領域の実施内容 
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（２）プログラムの内容と実施状況 

１）教養ゼミ・平和科目 

教養ゼミにおける講義提供は、平成 26年度に医学部の合同ゼミ（医学科・保健学科）で開始し、平成 27

年度には医・歯・薬・保健学部の合同ゼミに展開した。また、東広島本部キャンパスでも各学部の要請に応

じて講義を提供した。平成 28 年度以降は東広島キャンパスで実施してきた。また、全学生が受講する「平

和科目」においては、基本的に各担当教員の専門分野の講義を実施してきたが、平成 29 年度より広島平

和記念資料館の協力を得て実習型の講義が開始された。さらに「ひろしまイニシアティブ」の導入として平

成 29 年度に開講した平和科目「ひろしま平和共生リーダー概論」では、広島平和記念資料館が講義を提

供している。 

   教養ゼミ・平和科目の実施状況 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

教
養
ゼ
ミ 

霞キャンパス

（広島市） 

医学部合同ゼミ 

受講者 226名 

医歯薬保健学部

合同ゼミ 

受講者 432名 

  

東広島キャン

パス 

 4学部 20 コマ 

受講者 約 200名 

3学部 14 コマ 

受講者 197名 

1学部 1 コマ 

受講者 150名 

平和科目 

  ヒ ロ シ マ学 （ 170

名） 

ヒ ロ シ マ学 （ 150

名） 

ひろしま平和共生

リーダー概論（87

名） 

 

２）ひろしま平和発信演習 

この講義は、広島平和記念資料館と連携して深く理解することを目的として開講した。このため、資料館

との連携が容易である広島市内の霞キャンパスに特任助教を配置してカリキュラムの構築、コーディネート

等を実施した。講義の構成は、志賀賢治広島平和記念資料館長の講義、被爆体験講話の聴講、被爆者

の証言ビデオの文字起こし等の活動を組み合わせ、被爆の実相をより深く理解し、自ら考えることができる

ものとした。 

   ひろしま平和発信演習の実施状況 

事業内容 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

広島の被爆の実相や平和へ

の取り組みを理解し、全国、

世界各地で平和共存社会の

実現に貢献できる人材を育成

するため、座学、施設見学・被

爆体験者講話、平和記念資

料館での体験活動等を実施

する。 

受講者 

歯学部 1年生  

95名 

（歯学科、口腔健

康科学科） 

受講者  

歯学部 1年生  

92名 

（歯学科、口腔健

康科学科） 

受講者 

歯学部 1年生  

44名 

（口腔健康科学科） 

講義 8 コマ 集

中演習※ 8 コマ 
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 ひろしま平和発信演習の実施内容 

（３）評価 

１）教養ゼミ受講者の評価 

教養ゼミに提供したプログラムについての評価を見ると、高い評価を得ている。 

平成 29 年度に文学部で提供した講義におけるアンケートによると、講義内容について「良い」の評価が

90％を超え、講義の理解度についても「理解できた」との回答が 90％を超えている。同時に質問した「平和

祈念資料館ボランティアスタッフへの参加意向についても、「応募したい」，「詳しく話を聞いてみたい」との

回答が受講者 148名の中で 32名（約 22％）あり、ＣＯＣ事業への関心を持つきっかけとなっていると見られ

る。 

 

 

 教養ゼミ（Ｈ29年度文学部）に対する受講者の評価 

 

（４）成果 

広島大学においては、「平和」を最も基本的な理念として捉え、全入学生に「平和科目」の履修を課すな

ど、「平和」への理解・取り組みを求めている。本事業においては、広島平和記念資料館と連携することで、

多くの分野の学生に被爆の実相や平和に対する考え方を学ぶ機会を提供することにより、「ひろしまイニシ

アティブ」の目指す人材育成プログラムの導入としての役割を果たすことができた。 
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３．中山間地域・島しょ部対策領域（条件不利地域対策領域） 

（１）総括 

１）中山間地域・島しょ部対策領域の目指すもの 

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図ることである。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することを目指している。 

２）期待される成果 

この活動を通じて、三つ成果の実現を目指した。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ある。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

ることである。第３の成果は、地域志向型教育のシステム化、マニュアル化である。これら三つの成果を実

現するために、下図に示すとおり活動のレベルを段階的に引き上げていくことにした。 

 

期待される評価 

成果１については初年度から計画を始め、2 年次から活動を開始した。体験学習、特別講座を先行して

実施し、インターンシップ、フィールド特別演習、その他の専門科目については、２年次後半以降に充実さ

せることにした。 

成果２の教育プログラムの充実は、ＣＯＣ科目に対する学生の反応、連携地域の協力がどこまで得られ

るのかを判断しながら検討した。1 年次に実施した体験学習が、専門教育への動機付けになっている点を

確認した。インターンシップの実施によって、より深く専門的な知識を身につけようとする学生も増えた。た

だ、これらの科目を維持するための教職員の負担、交通費を含む費用支出は予想していた以上に大きく、

運営の効率化を絶えず念頭におかなければならないこともわかった。既存のフィールド志向科目との融合

を図っていくことも現実的であると認識した。 

成果３は、以上の二つの成果をプロジェクト終了後も継続して維持するためのものである。特に、体験学

習とインターンシップのマニュアル化、地域志向型教育を実施するための地域との連携の進め方は極めて

重要である。 

以上のように段階的に成果を実現させることによって、地域に貢献する人材を中長期的な視点で育てて

いくことができるようになったと考えている。 
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（２）プログラムの内容と実施状況 

１）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る。 

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た。生物生産学部では、従来からこうした体系

は持っていたが、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

はいなかった。ＣＯＣ事業が始まったのを機に、4 年間のカリキュラムのなかに地域志向性をもつ科目群を

意識的に組み込み、地域体験を組み入れたフィールド教育の充実を図ることにした。 

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った。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る。 

なお、本領域では先行的にカリキュラムの構築が進んでいるため、このカリキュラムを受講した平成 29年

度卒業生のうち、一定の終了要件を満たした者について「ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラム」

の修了者に授与する「ひろしま平和共生リーダー」に準ずる「地域共生プログラム」終了証を授与することと

し、平成 30年度以降のひろしまイニシアティブの教育プログラムとしての一貫性を持たせることとした。 

 

  地域志向型カリキュラムの体系 

 

２）教養ゼミによる体験学習の実践 

生物生産学部では、教養ゼミの中に中山間地域・島しょ部等で優れた取り組みを行っている地域組織や

自治体との連携による地域体験活動を導入した。このプログラムは、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、教養ゼミを担当する

教員が 1グループ 10人前後の学生を指導しやすいよう、ＣＯＣ担当者が中心になって教材を整備している。

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る。それを出発点に学

生がより深く学習している。 
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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る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地域体験学習を組み入れたＰＢＬ教養ゼミの仕組み 

   年間の平均的取り組み状況（平成 26年度から平成 29年度まで） 

授業等区分構成教養ゼミ体験学習

（PBL）の構成 

ゼミ数 

（回数） 
コマ数 学生数 

担当教員数 

（地域講師等数） 

延総活動 

（コマ・人） 

事前学習、地域体験学習、事後学習 

報告・提案資料作成、 

動報告・地域提案発表相互評価会 

10ゼミ 10～12 104 
13 

（50～70） 

 

約 2,000 

 

秋の体験学習 

事前学習、体験学習 

感想提案レポート 

1～3回 
1回 

1日 
30 

4～5 

（10～20） 

 

約 400 

 

 秋の体験学習実績：生物生産学部、総合科学部、教育学部、医学部、理学部、文学部、経済学部 

 ※２６～29年度の授業一覧等は総合成果報告書 p30～p40 を参照。 

 

 
  平成 28年度の地域体験学習実施状況 

 

３）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実施した。平成 26 年度から開始し、生物生産学部はもとより、全学から
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の参加者が増えている。「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

取組を進めている。 

市町と地域の協力を得て、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ある。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

図られている。 

   年間の平均的取り組み状況（平成 27年度から平成 29年度まで） 

授業等の構成 学生数 
日程 

コマ数 

受け入れ

地域数 

地域指導

者数 

延総活動 

（コマ・人） 

ガイダンス、事前学習 

現地研修（平均 4泊 5日） 

事後学習・レポート、 

地域によってはワークショップ 

１５～25 

平均 

4 泊 5日 

３５コマ 

５～6 

地域 
約３０人 

 

約 1,500 

 

研修受講実績：生物生産学部、総合科学部、教育学部、理学部、文学部、経済学部 

※２７～２９年度の授業一覧等は総合成果報告書 p41～p49 を参照。 

 

 
  平成 28年度のインターンシップ実施状況 

４）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る。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

いる。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る。

講座は、当初は学部学生を対象にしていたが、大学院生の受講者も年々増え、また、一般市民の参加もあ

った。 

  年間の平均的取り組み状況（平成 26年度から平成 29年度まで） 

授業等の構成 学生数 
日程 

コマ数 

外部講師

数 

延総活動 

（コマ・人） 

ガイダンス、地域講師による講義 

ミニレポート、総合レポート 
6０人 

8回 

×１コマ 
１３名 約 500 

受講実績：生物生産学部、総合科学部、教育学部、理学部、文学部、経済学部 

※２６～２９年度の授業一覧等は総合成果報告書 p50～p55 を参照。 
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  平成 28年度の特別講座実施状況 

 

５）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ある。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

抽出している。受講した学生たちは、地域の課題を把握する力、分析する力、解決方法を検討する力を身

につけている。 

  年間の平均的取り組み状況（平成 26年度から平成 29年度まで） 

授業等の構成 学生数 
調 査 

地域数 

地 域 

指導者 

延総活動 

（コマ・人） 

事前学習 

学生が主体的に選択する地域訪問

調査（1人 5カ所以上） 

事後学習・レポート 

５～１０人 ５～１０カ所 10～２０名 

 

約１００ 

 

受講実績：生物生産学部、文学部 

 

 
  平成 26年度・27年度の特別演習調査状況 

 

（３）評価 

  １）体験学習、インターンシップに参加した学生からの評価 

ＣＯＣ事業の教育プログラムを導入した結果、生物生産学全体において問題意識と修学意欲が向上

するとともに、学習や研究にかかる自主性が向上している。 
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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た。

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名であった、TAは大学院生、4年生、

2年生で構成されているが、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た。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ることができた。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る。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る。 

 

  学生アンケート結果の概要 

  ２）連携地域・市町からの評価 

中山間地域・島しょ部領域の学生の活動は７市町、１２の連携地域にわたる。大学は地域と連携するこ

との意義を見出している。一方、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持っている。 

 

  連携地域・市町の評価 

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ない。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

特徴である。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ある。 
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３）教員からの評価 

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考えを問うアンケートを実施してきた。そ

の結果、「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ある。

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

る教員が増えている。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る。 

さらに、教員自身がＣＯＣの活動に参加する中で地域が様々な努力をしていることに接し、想像以上

に地域が困っていること、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知ったと答え

ている。 

 

 

 
 

 

（４）成果 

以上のとおり、中山間地域・島しょ部領域においては生物生産学部において全学部的な取り組みを展開し、

大きな成果をあげている。主要な成果は以下のとおりである。 
 

○地域志向型カリキュラムの体系化 

本事業への取り組みを通じて、生物生産学部のカリキュラムの中にＣＯＣ関連科目を組み込み、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

文に至る地域志向型カリキュラムの体系化が実現した。これらのカリキュラムは、担当する教員からも有効

性が高く評価されている。この体系は、今後の地域志向型教育のモデルとなるものである。 

  教員の評価 
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○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る。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る。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る。これらの活

動のほとんどは自主的なものである。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。 

 

○連携地域・市町との関係の深化 

ＣＯＣ事業への取り組みの結果、大学サイドは地域と連携することによる人材育成への効果を期待して

いる。一方、連携地域・市町においても、地域に貢献する人材が生み出されることへの期待が高まってい

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ている。

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す

る。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る。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

る。 

 

○地域をフィールドとする活動の活性化 

当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

多いが、ＣＯＣ事業に関わることにより学生とともに地域にでかける機会が増え、地域課題に接することによ

り、教員の間にも地域貢献の視点から研究を企画・実施する動きが見られるようになった。 

そうしたなかで、三次市道の駅ゆめランド布野における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た。こ

れらの研究成果は教育内容にも反映されている。 
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４．障がい者支援領域 

（１）総括 

本領域は、地域の中で共に生きる障がい者の存在を意識し、彼らが直面する課題やその解決に向けた手

立て等を探求できる人材を育成することを目的として、平成 26 年度より「教養ゼミ」における講義型及び体験

型の授業、東広島市教育委員会との連携による「特別支援教育サポーター派遣事業」、本学附属東雲中学

校や東広島市内の中学校との連携による「職場体験学習ボランティア」を実施してきた。平成 27 年度以降は、

これらのプログラムを通じて、約 300 名の学部学生や大学院生に対して、地域に生きる障がい者が直面する

課題やその解決に向けた手立て等について探求する機会を提供し、地域との共存の在り方について、実際

の経験を通して具体的に考えることのできる学生を育てることができた。 

さらに、平成 28 年度においては、これまでの事業を継続しつつ、アクセシビリティセンター、ダイバーシティ

研究センター等の参画を得て、どのように全学に展開するかについて検討を行った。その結果、本領域の対

象を様々な障がいや社会的ハンディキャップへと拡大することとし、上記のセンターの協力を得て「全ての

人々が社会の一員として共生できる社会の実現」を本領域の目標として設定した。 

これを受けて、平成 29 年度においては、東広島市との連携プログラムを継続しつつ、新規に開講した平和

科目「ひろしま平和共生リーダー概論」においてアクセシビリティセンター、ダイバーシティ研究センターの協

力を得て、本領域に関する４コマの講義を提供した。また、平成 29年度に創設した特定プログラムについても

各センターに協力を要請し、目的に適合する講義の提供を得ることとなった。 

  障がい者支援領域の事業実施状況一覧 

区分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

教

養 

ゼ

ミ 

講義型注１） 2 コマ 

受講者 143 名 

2 コマ 

受講者 154名 

2 コマ 

受講者 215名 

3 コマ 

受講者 330名 

体験型 
1回 2 コマ 

受講者 30 名 

2回 4 コマ 

受講者 70名 

4回 8 コマ 

受講者 112名 

4回 7 コマ 

受講者 114名 

特別支援教育

サポーター派遣

事業注２） 

参加者 29 名 

派遣先：13 校（小学

校 9、中学校 4） 

派遣回数：82回 

参加者 15名 

派遣先：8 校（小学校

6、中学校 2） 

派遣回数：130 回 

参加者 15名 

派遣先：4 校（小学校

3、中学校 1） 

派遣回数：88回 

参加者 9名 

派遣先：4 校(小学校

3、中学校 1) 

派遣回数 82回 

職場体験学習

ボランティア注３） 

参加者 44 名 

（学部 28 、大学院

11、特別専攻科生 4、

外国人留学生１） 

支援対象生徒 

4校、26名 

参加者 50名 

（学部 43、大学院 7） 

支援対象生徒 

5校、21名 

参加者 39名 

（学部 16、大学院

14、特別専攻科 9） 

支援対象生徒 

3校、12名 

参加者 32名 

(学部 20、大学院 9、

特別専攻科 3) 

支援対象生徒 3 校、

14 名（※H30.2 に実

施予定あり） 

参加学生実数 246 289 381 485 

注１）教養ゼミ「講義型」連携機関  

平成 26年度  NPO法人広島自閉症協会、広島県発達障害者支援センター 

平成 27年度  広島県手をつなぐ育成会、広島市手をつなぐ育成会 

平成 28年度  広島県手をつなぐ育成会、広島市手をつなぐ育成会、福山医療学院 

平成 29年度  広島県手をつなぐ育成会、広島市手をつなぐ育成会、福山医療学院 

注２）特別支援教育サポーター派遣事業連携機関 

東広島市教育委員会、サポーター派遣先の東広島市内小中学校 

注３）職場体験学習ボランティア連携機関 

東広島市教育委員会、職場体験学習に参加する東広島市内中学校、広島大学内受け入れ部署 
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（２）プログラムの内容と実施状況 

１）教養ゼミ（講義型・体験型） 

教育学部は、15講座あり、教養ゼミを担当する教員は 35名、受講学生数は約 500名である。平成 25年

度までは、教養ゼミは各講座を単位とし、講座所属の学生のみを対象としていたが、平成 26 年度から教育

学部全体を対象とする形で、教養ゼミ全 15コマのうち 2コマをCOC事業に位置づける授業として展開する

こととした。 

具体的には、障がい者支援領域担当コーディネーター（以下、コーディネーター）が教養ゼミ「講義型」

「体験型」を企画し、実施前年度の部局内委員会（教育部会）を通じて受講希望コースを募った。また、部

局内委員会（教育部会）の下で、コーディネーター及び特別支援教育学講座・研究科附属特別支援教育

実践センターの事業担当・担当以外の教員が連携協力する形で事業の企画・運営などを行った。 

授業は、コーディネーターが企画する「講義型」ゼミ、障がい者支援領域に関する専門知識を持つ特別

支援教育学講座の教員が行う「体験型」ゼミを中心に、それらの事前・事後のゼミの実施など、障がいの理

解や障がい者支援のあり方について学生らが学ぶ多様な形態の授業を提供した。 

なお、「講義型」「体験型」ゼミ実施前後のゼミは、受講した講座ごとに担当チューターが行うこととし、教

育学部内の教員が連携して取り組んでいる。 

 
                 （講義型）                           （体験型） 

  教養ゼミの様子図 

 

２）特別支援教育サポーター派遣事業 

平成 26 年度より、東広島教育委員会との連携事業として、東広島市内の公立小・中学校を対象に、特

別な支援を必要とする児童生徒が在籍する学級に学生を派遣し、担任教諭のアシスタントとして学生が学

習支援等を行った。派遣に当たっては、サポーターとしての活動を希望する学生を大学内において広く募

集し、事前研修（1 人あたり 3 コマ）を実施した。研修では、サポーターとしての心得や、LD、ADHD、聞こえ

にくさ等のある児童生徒の特性や支援の具体について講義や討論を行った。 

3 コマ全てを修了した学生をサポーターとして登録し、東広島市教育委員会に対して、学生サポーター

の派遣校決定と派遣日程の調整を依頼し、それに基づいて登録学生の派遣を行った。 

 

３）職場体験学習ボランティア 

平成 26 年度より、障がいのある中学校生徒および中学部生徒が、将来に備えて本学の施設内で「働く」

ことを経験する機会を持つことと、及び本学学生がそれをサポートすることで支援の手立てを経験すること

をねらいとして、東広島市教育委員会とも連携しながら展開した。生徒は、職場体験学習として、本学東広

島キャンパス内で図書整理、清掃、苗づくりや植付け等に従事し、学生はジョブサポートティーチャーとして

生徒の作業をサポートした。 

年に 4回程度実施し、各回の実施期間は 3〜4日間であった。参加希望学生は、全学の学生を対象とし

て募集を行い、応募学生に対しては、コーディネーターが、ジョブティーチャーとしての心得や、LD、
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ADHD、聞こえにくさ等のある生徒の特性や具体的な支援の内容について事前の研修を行った。また、作

業内容について、本学中央図書館の担当職員による実技指導を受けることもあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  職場体験学習の様子 

 

（３）評価 

１）教養ゼミ（講義型・体験型） 

教養ゼミ「講義型」「体験型」を受講した学生に対する事後アンケート調査において、「障がいについての

理解が非常に深まった」「まあまあ深まった」との回答割合は以下である。 

  学生の評価（障がいへの理解度） 

 

 

 

教養ゼミ（講義型）における事後アンケート調査では、「自分が障がい者のことについてよく考えていな

かったことに気づいた」「多様性について深く考えることができた」「地域を一つの共生社会と捉えることの

重要性に気づいた」等の回答が見られた。 

教養ゼミ（体験型）における事後アンケート調査では、「障がいを擬似体験したことで、日頃困難を感じ

ていることが分かった」「周囲に支援を求めることの困難さを知った」「伝えたいことが伝わらないもどかし

さを感じた」等の回答が見られた。 

 

２）特別支援教育サポーター派遣事業 

事業活動記録によると、参加学生からは「教育実習とは異なった環境下での特別支援教育の実践を

通じて、地域の教育現場の実態を知るとともに、卒業後の教職生活に関する具体的なイメージをもてるよ

うになった」との意見を得た。また、派遣先の学校関係者からは、サポーター学生の支援のおかげで、児

童たちの学習活動が円滑に進められるようになるとともに、児童たちがより意欲的に学習活動に取り組む

ようになったとの評価を得た。 

 平成 26

年度 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

 

 

講義型 90％ 94％ 96％ 97％ 

体験型  96％ 95％ 94％ 
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３）職場体験学習ボランティア 

職場体験学習ランティアにおける事後アンケート調査では、26％（8 名）の学生が、「自身の指導に関す

る気づき」があったと回答した（平成 26 年度成果報告書 p.125）。たとえば、「どのように声かけをすればい

いのかわからなかった」「言葉以外に伝える方法がとっさに浮かばなかった」との感想をもった学生らは、よ

り具体的な支援の学習に取り組み始めていた。また、年に 4回程度実施される職場体験学習に継続して参

加するなど、経験を次の機会に活かそうとする意欲がみられていた。 

その他、「障がいのある生徒と関わることができ、貴重な体験となった」「生徒の努力と成長を見届けること

ができた」「生徒の熱心な取り組みを見て（障がいのある生徒に対する）見方が変わった」等の回答が見ら

れた。 

 

（４）成果  

以上の活動の結果、延べ 1,400 名を超える学生が「障がい」をより身近なものとして捉えるようになり、障が

い者と障がいのない者とが地域の中で共生していることを意識化できたこと、学生の中で「障がい」の捉え方

が実施前よりも肯定的方向へと変化したこと等が事業成果としてあげられる。 

とくに、教養ゼミ講義型・体験型の受講後アンケートでは、約半数の受講学生が「ボランティア活動をしたい」

「障がいのある児童・生徒・成人の方々と積極的にかかわりたい」と回答した（平成 29 年度）。学生らは、教養

ゼミの受講を契機とし、大学内での実践的活動（職場体験学習ボランティア）や、大学外での活動（特別支援

教育サポーター派遣事業）に参加するなど、学生の取り組みにも発展性がみられた。 
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５．全学に展開するプログラムの構築 

（１）総括 

１）プログラム構築の考え方 

平成 26 年度から、各領域においてそれぞれの特徴を踏まえた教育プログラムの構築を進めてきたが、

ひろしまイニシアティブの教育プログラム全体として育成を目指す人材像を明確にし、そのための教育プロ

グラムの体系を構築することが課題とされていた。そのため、平成 28 年度からＣＯＣ事業（補助事業）の終

了後を見据えて体系的なプログラムを構築するための検討を進めた。その結果、「ひろしまイニシアティブ」

の目標である「全ての人が共生できる社会の実現に向けて身近な地域で課題解決に主体的に取り組むこ

とのできる人材：ひろしま平和共生リーダー」を幅広い視点から育成するため、「共生」をキーワードに「平和

共生領域」、「地域共生領域」、「ソーシャル・インクルージョン領域」として再構成した。 

【平和共生領域】 

本学の特色である平和学研究センター、原爆放射線医科学研究所等の平和をテーマとした教育・研

究活動と連携し、平和について体系的に学び、発信できる人材を育成する。 

【地域共生領域】 

中国地域の喫緊の課題である中山間地域・島しょ部等の条件不利地域の課題を総合的・体系的に捉

え、地域の再生を支えることのできる人材を育成する。 

【ソーシャル・インクルージョン領域】 

アクセシビリティセンター、ダイバーシティ研究センター等との連携のもとに、様々な障がいに加え社会

的なハンディキャップを持つ人々が等しく共生できる社会の実現に貢献できる人材を育成する。 

 

 

  ＣＯＣ事業が目指す人物像 
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２）プログラムの構成 

平成 28年度まで各領域毎に展開してきたプログラムを、全学の学生が体系化的に学習することができる

よう、３領域を統合した独自のプログラムを構築した。これは、全学の学生が受講する「平和科目」を導入と

して位置づけ、所定のプログラムを受講した学生を「ひろしま平和共生リーダー」として認定するものであ

る。 

①平和科目 

広島大学の入学者全員が原則として１年次において受講することが義務づけられている「平和科目」

の中に新たな科目を開講することとし、平成 28年度に準備を進め、平成 29年度に「ひろしま平和共生リ

ーダー概論」を開講した。 

②特定プログラム 

平和科目「ひろしま平和共生リーダー概論」を受講した学生に継続的な学修の機会を提供するため、

学士課程において各学部で専門的に扱わない分野の学習、または資格の取得を目的とした内容で編

成される「特定プログラム」を活用することについて教養教育本部、その他関係先と検討を行った結果、

平成 29年 9月 26日の全学教務委員会において「ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラム」の開

講が承認され、継続的な学修のシステムが確立された。 

 

   ＣＯＣ関連科目の履修体系 

 

（２）プログラムの内容と実施状況 

１）平和科目「ひろしま平和共生リーダー概論」 

本講義は、平和科目を受講する学生を対象に、①被爆者の高齢化・被爆体験の風化が危倶される中で

喫緊の課題となっている被爆体験の伝承と発信、②急速な過疎化・高齢化の進展により維持が困難になり

つつある中山間地域、島しょ部等における地域社会の再生、③身体的・精神的あるいは社会的ハンディキ

ャップを抱える人々が共生することができる社会の実現をテーマとして基本的な地域課題を理解するととも

に、課題解決に向けた基礎的な考え方・方法論を学ぶ機会を提供し、「ひろしま平和共生リーダー」を目指

す学習の動機付けとすることを目的として、平成 29年度に開講した。 
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【実施概要】 

開講時期：第２ターム（6月 12日〜7月 31日午後２コマ、計 15 コマ） 

受講者数：87名（内訳：教育学部 50名、工学部 36名、その他 1名） 

 

【講義の内容】 

回 テーマ 講義の概要 担当者 

第 1回 

（6/12） 

オリエンテーション ひろし

ま平和共生リーダー概論

について 

本講義での「平和」の捉え方、「ひろしま平和共生リー

ダー」とは何かについてイントロダクションを行った。 

産学・地域連携センタ

ー 塚本俊明 

第 2回 

（6/12） 

広島における『平和』の意

味 

「平和」の概念やイメージ、学問としての平和がどのよう

な意味を持ち、どのような状態を示すのかについて解

説した。 

平和科学研究センター 

川野徳幸 教授 

第 3回 

（6/19） 
記憶の継承 

広島平和記念資料館のこれまでの歩みや現存する資

料の保管や整理、多言語化に関する課題について、

貴重な写真や映像を交えながら解説いただいた。 

広島平和記念資料館 

志賀賢治 館長 

第 4回 

（6/19） 

被爆体験を次世代へ伝え

る-平和記念資料館の取り

組み- 

広島平和記念資料館における学芸員の視点から、展

示だけでない資料館の役割、ヒロシマと時間的、空間

的につなげる、近づけるための取り組みについて解説

いただいた。 

広島平和記念資料館 

土肥幸美 学芸員 

第 5回 

（6/26） 

ピースクリエーターになろ

う（広大卒業生からの提

言） 

講師 2名の平和活動を行うきっかけや体験を聞くととも

に、実際に平和学習イベント（ヒロシマ「 」継ぐ展）で用

いられるツールやアプリ（インターネット空間での灯ろう

流し）を用いた平和学習を行った。また、実際に平和

に関する活動を行っている現役の学生の話しを聞き、

ディスカッションを行った。 

NPO 法人これからの学

びネットワーク スタッフ     

福岡 奈織 

第 6回 

（6/26） 

第 3 世代が考えるヒロシマ

｢ ｣継ぐ展の構想から制作

まで（被爆三世からの提

言） 

フリーランスWebデザイ

ナー久保田涼子 

第 7回 

（6/30） 

中山間地域・島しょ部の現

状と課題 

広島県内の多くを占める条件不利的地域の現状につ

いて解説するとともに、大学と地域がお互いに連携す

る意義、及び中山間地域・島しょ部対策領域における

取り組みや実績について紹介した。 

生物圏科学研究科 山

尾政授、細野准教授、

大泉コーディネーター 

第 8回 

（6/30） 

大崎上島町における定

住・観光の取組みについ

て／教育によるまちづくり

の取り組みについて 

大崎上島町における町の現状や地域活性化への取り

組み、及び中高一貫校の誘致による「教育によるまち

づくり」の取り組みについて紹介いただいた。 

大崎上島町地域経営

課 森下隆典課長、総

務企画課 佐々木英穂 

政策企画監 

第 9回 

（7/3） 

中山間地域における地域

再生に関する市町の取り

組み／（仮称）みよしアグリ

パーク構想～観光と一体

化した農業の展開～ 

三次市の現状や今後の人口、観光資源や条例の整備

など課題の解決に向けた取り組み、及びその一環とし

て計画されている（仮称）みよしアグリパーク構想につ

いて紹介いただいた。 

三次市政策部企画調

整担当中村大明主任、

農政課  中山悦己  ア

グリパーク担当係長 

第 10回 

（7/3） 

広島県の中山間地域の振

興施策について 

他の都道府県と比較した広島県の状況や、県内で活

動する若い世代や移住者の方の取り組み、及び具体

的な県でのプロジェクト（中山間地域元気づくりプロジ

ェクト）等について紹介いただいた。 

広島県 

中山間地域振興課 

横田晋一 主幹 

第 11回 

（7/10） 

『障がい』とは何か～その

本質について考える 

障がい者の「自立」や「社会参加」という難しい課題に

ついて、実例を映像を交えながら、グループワーク形

式で講義を行った。他のグループとの意見も交えなが

ら、各グループの考える「自立」、「社会参加」について

発表した。 

教育学研究科  

林田真志 准教授 
第 12回 

（7/10） 

本学における障がい者支

援の取り組み 

第 13回 

（7/24） 

社会参加とアクセシビリテ

ィ 

「社会参加」とは何を指すのか、「アクセシビリティ」とは

どのようなことを指すのか、それらを推進するためには

どのようなことを行うべきかについて、本学での実際の

支援体制を交えながら解説した。 

アクセシビリティセンタ

ー  

山本幹雄 准教授 
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第 14回 

（7/24） 
共生社会とジェンダー 

共生社会における「ダイバーシティ」の考え方（多様な

人々が相互の違いを尊重し、共に生きること）の必要

性、多様性の中でも「ジェンダー」に対する視点の必要

性や「男女共同参画」をめぐる諸課題等について解説

した。 

ダイバーシティ研究セ

ンター  

坂田桐子 教授 

第 15回 

（7/31） 
講評・まとめ 

講義全体を通しての総括を行うとともに、講義内容に

関するアンケートを実施した。 

産学・地域連携センタ

ー 塚本俊明 

 

   

  講義のようす 

 

２）「ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラム」 

本プログラムは、平和科目、教養ゼミ等の受講を通じて「全ての人々が共生できる社会の実現のために

地域で活躍できる人材（ひろしま平和共生リーダー）」を志す学生に対して、①被爆者の高齢化、被爆体験

の風化が危倶される中で喫緊の課題となっている被爆体験の伝承と発信（平和共生領域）、②急速な過疎

化・高齢化の進展により維持が困難になりつつある中山間地域、島しょ部等における地域社会の再生（地

域共生領域）、③身体的・精神的あるいは社会的ハンディキャップを抱える人々が共生することができる社

会の実現（ソーシャルインクルージョン領域）をテーマとして、基本的な地域課題を理解するとともに、課題

解決に向けた基礎的な考え方・方法論を学ぶ実践的なプログラムを提供するものである。 

【プログラムの構成】 

本プログラムでは、入門編として平和科目の中から「ひろしま平和共生リーダー概論」他、指定する科

目（基礎科目）を履修するとともに、発展科目として３領域が提供する科目を履修する。併せて「地域」に

関する理解を深めることを目的に「フィールド演習科目」を履修する。 

 
  プログラムの構成 
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  各科目群における教育目標等 

区分 教育目標 
提供 

科目 

必要 

単位 

基礎科目 

本プログラムの入門として位置付ける「ひろしま平和共生リーダー概

論」をはじめ、様々な観点から「平和」について考える平和科目を履修

することにより、「平和」「共生」について考える態度を身につける 

10 2 

発
展
科
目 

平和共生領域 

国際政治、宗教などの専門的分野において「平和」の意味や「平和」

を脅かしている要因について学ぶことにより、「平和」の構築に向けた

取組みについて主体的に考える能力を身につける 

6  

 

8 

 
※各領

域から最

低１科目

受講 

地域共生領域 

我が国の多くの地方圏において喫緊の課題となっている過疎・高齢化

に伴う問題について理解を深めるとともに、これらの課題の解決のた

めに主体的に取り組む能力を身につける 

6 

ソーシャル・イ

ンクルージョン

領域 

様々な障がいや社会的不平等な立場に置かれた人々のことについて

理解し、これらの人々がそれぞれ社会参画できる「共生社会」の実現

に取り組む能力を身につける 

6 

フィールド演習科目 

基礎科目・発展科目で得た知識・スキルを実際の地域社会で実践す

る機会を設けることにより、自ら考え行動する能力やコミュニケーション

能力、プレゼンテーション能力等を身につける 

6 1 

  開講科目の内訳 

科目区分 授業科目 履修年次（開講期） 開設部局 

基
礎
科
目
（平
和
科
目
） 

ひろしま平和共生リーダー概論 1年次（2T） 教養教育科目 

平和を考える 1年次（2T） 教養教育科目 

平和と人権 1年次（2T） 教養教育科目 

国際政治と地球環境から見る平和 1年次（2T） 教養教育科目 

ヒロシマ学 1年次（2T） 教養教育科目 

戦争と平和に関する学際的考察 1年次（2T） 教養教育科目 

環境と平和 1年次（2T） 教養教育科目 

飢餓・貧困・環境問題からみた平和学 1年次（2T） 教養教育科目 

暴力の比較宗教学 1年次（2T） 教養教育科目 

国際関係論 1年次（4T） 教養教育科目 

発
展
科
目 

平
和
共
生
領
域 

宗教政治社会論 2年次（1T） 総合科学部 

都市社会史 2年次（3T） 総合科学部 

平和学 2年次（3T） 総合科学部 

アジア政治の基礎 2年次（4 ｾﾒ） 法学部 

安全保障論 3年次（2T） 法学部 

国際政治学 2年次（2T） 法学部 

地
域
共
生
領
域 

中山間地域・島しょ部連携特別講座 1年次（3T） 生物生産学部 

食料資源論 1年次（4T） 生物生産学部 

地域農政特論 1年次（2 ｾﾒ・集中） 生物生産学部 

食料生産管理学 2年次（3T） 生物生産学部 

食料社会経済学演習 3年次（5 ｾﾒ） 生物生産学部 

地域農業組織論 3年次（6 ｾﾒ） 生物生産学部 

ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
ク
ル
ー

ジ
ョ
ン
領
域 

社会福祉と貧困 1年次（2T/3T） 教養教育科目 

ジェンダーと社会 1年次（1 ｾﾒ） 教養教育科目 

現代社会と福祉 1年次（3T） 教養教育科目 

障害者支援アクセシビリティ概論 1年次（2 ｾﾒ・集中） アクセシビリティセンター 

現代法政策論 2年次（4T） 総合科学部 

動態社会学演習 3年次（5 ｾﾒ） 総合科学部 
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フ
ィ
ー
ル
ド
演
習
科

目 

障害学生支援ボランティア実習 A 1年次（1T/3T） 教養教育科目 

中山間地域・島しょ部連携インターンシップ 1年次（1 ｾﾒ・集中） 生物生産学部 

有用水産生物を学ぶ総合演習 1年次（2 ｾﾒ・集中） 生物生産学部 

中山間地域・島しょ部フィールドワーク特別演習 3年次（6 ｾﾒ・集中） 生物生産学部 

広島平和記念資料館ボランティア実習 3年次（2T・集中） 産学・地域連携センター 

 

（３）評価 

 １）ひろしま平和共生リーダー概論の評価 

本講義は、出席状況は天候条件が不良（午前中警報発令）であった日を除くと 90％以上をキープして

おり、概ね学生の関心の高い内容であったと考えられる。 

最終日に実施したアンケート調査の結果、プログラムの目的についての理解度、講義の内容に関する

評価、学習の成果や今後の選択への影響などの点で、高い評価を得た。さらに、講義内で「ひろしま平

和共生リーダー育成特定プログラム」について紹介した結果、半数近くが同プログラムの受講について

積極的な意向を示した。 

以上の結果、本プログラムの内容や本プログラムで育成を目指す人物像について理解や共感を得る

ことができたと考えられる。 

 

 

  学生アンケート結果の概要 

 

（４）成果 

このプログラムにおいては、「ひろしまイニシアティブ」の目指す人材育成について３領域でそれぞれに進

められてきた教育プログラムの相互の連携を図り、幅広い視点から体系的に学修するプログラムとして開講す

ることができた。この中では、これまで３領域で展開されてきたプログラムに加え、異なる学部・学科で実施され

ている講義をパッケージ化することにより理解を深めるとともに、現場体験（フィールド演習科目）を履修するこ

とで地域の課題として捉え、活動する態度を身につけることが可能となった。 
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Ⅲ．研究活動 

１．総括 

（１）地域志向の研究推進の考え方 

教育プログラムの成果を地域課題の理解や課題解決につなげるために、研究活動は重要な役割を果たす

ものである。本事業では、「地域志向教育研究事業」等の制度を整備し、重要なテーマについて地域との連

携のもとに取り組む研究活動を支援するとともに、各領域の活動の中で地域をフィールドとした多様な研究活

動を展開し、将来的には自治体や企業等との共同研究の活性化につながることを目標とした。 

（２）研究活動推進への取組み 

１）支援制度の整備 

本事業では、地域課題の解決につながる研究活動を促進するための支援制度として、地域志向教育研

究事業、及び地域貢献共同研究事業を創設し、地域を対象とした研究プロジェクトを支援してきた。なお、

平成 28 年度まで既存の「広島大学地域連携推進事業」を並行してプロジェクトの募集、支援を実施してき

たが、平成 29年度からは「広島大学地域連携推進事業」に一本化を行った。 

 

 

【参考１】地域志向教育研究事業、地域貢献共同研究事業の概要 

１）地域志向教育研究事業 

「ひろしまの平和発信」、「条件不利地域対策（中山間地域島しょ部対策）」、「障がい者支援」に的を

絞り、広島地域自治体との協議によって設定された課題に対して、課題解決研究を行うもの。 

①地域提案課題対応型 

連携自治体から提案された課題の解決に、提案者と連携して取り組むもの。一般の研究活動として

実施するケースと卒業研究として取り組むケース(卒業研究型）を設定。 

②地域志向活動促進型 

教員及び学生が主体的に取り組む、地域を志向した教育・研究・社会貢献活動。フィールドワーク

など、地域において実施する活動を対象とし、教員においては既存の教育科目に組み込んで実施、

または将来的に地域志向の教育科目の開設を目指す活動を対象とする。 

③大学提案課題対応型 

本事業の趣旨に則り大学が設定する課題について、教職員及び学生が取り組む事業。 

２）地域貢献共同研究事業 

高い評価を受けた地域志向教育研究については、さらなる共同研究の発展を目指して、「地域貢献

共同究事業」を創設・実施し、本格的な共同研究へと移行できるように支援する。 

 

【参考２】広島大学地域連携推進事業の概要 

平成 14 年度に「広島大学地域貢献研究」として創設した広島大学独自の地域貢献事業。地域社

会から本学の研究者の協力を希望する研究テーマを提案してもらい、広島大学の人材と資金を活用

して提案者との連携・協働のもとにプロジェクトに取り組むもの。平成 23 年度から「地域連携推進事

業」と名称を変更し、従来の「研究協力型」に加え教職員・学生との協働を希望する活動を募集する

「地域協働型」を創設している。活動に係る経費として、研究協力型：150 万円以内、地域協働型：30

万円以内を予算の範囲内で助成。 

事業開始からの実施プロジェクト（平成 14〜29 年度）は合計 122 件（地域貢献研究 92 件、地域連

携推進事業 30件） 
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平成 26〜29年度に地域志向教育研究事業、地域連携推進事業として実施した地域課題を対象とする研究

プロジェクトの実施状況（実施中を含む）は、地域志向教育研究事業 10件（地域志向活動促進型 6件、大学提

案課題対応型 4件）、地域連携推進事業 15件、合計 25件であった。研究テーマは、両事業を通じてほとんどがひ

ろしまイニシアティブの重点課題領域に関するものである。 

２）各領域における研究活動への展開 

上記の助成事業において先導的な取組みを支援するとともに、各領域において地域を対象とした教育

プログラムを踏まえて課題の分析や解決策を検討するための研究活動への取組みを進めた。具体的には、

連携地域における体験活動等を通じて研究テーマをみつけ、研究室単位での研究フィールドとして継続

的な研究に取り組むケースや、卒業論文・修士論文等のテーマとして研究を進めるケースなどを想定した。 
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２．実施状況 

（１）ひろしま平和発信領域 

本領域においては、広島平和記念資料館において実施している体験活動等を効果的に実施するとともに、

その成果を広島平和記念資料館の活動に還元することを目的として、地域志向教育研究事業を活用して「広

島平和記念資料館の来館者同行調査集計」を実施した。これは、平和記念資料館で体験学習として実施し

た外国人来館者へのアンケート調査結果を集計・分析し、リニューアル工事が行われている資料館の展示等

にフィードバックすることを目的としたものである。 

  地域志向教育研究事業等の実施状況 

 

（２）中山間地域・島しょ部対策領域 

本領域では、連携市町・連携地域等から多様な研究ニーズの相談を受け、地域連携推進事業などにつな

げている。平成 26年度〜29年度に、地域志向教育研究事業、地域連携推進事業の中で本領域に関係する

テーマについて実施した研究プロジェクトは 18 件（地域志向教育研究事業 6 件、地域連携推進事業 12件）

であった。 

また、上記以外に地域が一定の負担して調査研究を実施するケースも出てきている。太田川河川環境の

再生、安芸太田町井仁の地域活性化支援などの調査研究は、いずれも生物生産学部と教育学部が連携し

て取り組んでおり、教員の研究と共に学生の卒業論文のテーマにするなど積極的な取り組みが行われている。

また、連携地域の課題をテーマとした学生の卒論研究も多く、その結果に地域からの期待が高まっている。 

  

区分 テーマ 研究の概要 担当者 備考 

地域志向教育

研究事業 

（H26年度） 

広島平和記念資料

館の来館者動向調

査集計 

外国人来館者が増加していることを踏まえ、資

料館の改修に向けて来館者の属性や意識につ

いて調査・分析した。 

歯学部 

錦織良特任助

教 

大学提案課

題対応型 

区分 テーマ 研究の概要 担当者 備考 

地域志向教

育研究事業 

（H26、27年

度） 

広島県における攻めの

農水産業と農水産物輸

出 

農水産物及び農水産物加工品の輸出に取

り組む県内産地、企業、行政が関わる課題

を明かにし、瀬戸内経済圏のブランド戦略を

視野に入れた輸出戦略を検討した。 

生物生産学部 

天野通子特任

助教 

大学提案課

題対応型 

地域連携 

推進事業 

（H26年度） 

「瀬戸田の地域資源を

活用した『瀬戸内しまの

わ 2014』」の評価とそれ

に基づくまちづくり提案 

瀬戸内海地域で開催された”瀬戸内しまの

わ 2014”の成果を尾道市瀬戸田町のまちづ

くりに活用することを目的として調査や住民と

のワークショップを行い、まちづくりの提案を

行った。 

工学研究院 

田中  貴宏  准

教授 

提案者：尾道

市瀬戸田支

所しまおこし

課 

〃 

緑黄色野菜わけぎの有

効成分の分析と紫化現

象発生要因の解明およ

び軽減策の検討 

広島県東部沿岸地域で特産物として栽培さ

れている「わけぎ」の品質低下につながる「紫

化現象」の要因を分析し、紫化抑制の対策

について検討した。 

生物圏科学研

究科 

長岡 俊徳准教

授 

提案者：ＪＡ尾

道市 

地域志向教

育研究事業 

（H27年度） 

東広島市における六次

産業の基盤とイノベー

ション展開の意義の解

明 

東広島市の中山間地域での六次産業に着

目し、取り組み状況の把握や成立条件、地

域への効果と課題について検討するとともに

発表会を行い、成果を地域と共有した。 

文学研究科 

石川奈央特任

准教授 

地域志向活

動促進型 

〃 

地域資源を活用したバ

イオマスエネルギーに

よる包括的地域活性化

モデルに関する研究 

北広島町大朝地域において取り組まれてい

るバイオマスエネルギーの活用を地域の活

性化に活かすための新たなビジネスモデル

について検討、提案した。 

国際協力研究

科 

藤原章正教授 

〃 

  地域志向教育研究事業等の実施状況 
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〃 

東広島市の中山間地

域におけるエコミュージ

アムの整備事業-ＩＴ機

器活用による新たなモ

デルの構築と試行 

中山間地域の魅力づくりの手法として地域

全体をミュージアムと捉える「エコミュージア

ム」づくりのため、ＩＴ機器（ＩＣタグ）を用いた

情報発信の方法について実証実験を踏まえ

て検討した。 

総合博物館 

岡橋 秀典館長 
〃 

〃 

デザインによる広島県

瀬戸内地域における離

島の限界集落再生支

援教育研究事業 

広島県の離島である三原市小佐木島、尾道

市百島において、デザイン研究室の学生が

現地での活動を踏まえて将来ビジョンの提

案を行った。 

教育学研究科 

八木健太郎准

教授 

〃 

地域連携 

推進事業 

（H27年度） 

福山海域において「海

が生物を生み出す仕組

み」の根幹を調べ、閉

塞した漁業の現状を打

開する 

田嶋漁協（福山市内海町）からの提案を受

け、シラスの不漁や養殖ノリの色落ちの原因

について調査し、この海域の生物生産のしく

みを把握するとともに、対応策を試行し、効

果を確認した。 

生物圏科学研

究科 

小池  一彦  准

教授 

提案者：田嶋

漁業協同組

合（尾道市） 

〃 

尾道産クロダイの生態

解明と可食部の生化学

的特性に関する研究 

尾道市産クロダイ（チヌ）の消費拡大のため、

レモン果汁を添加した飼料で洋食した「檸檬

チヌ」の食味について分析し、檸檬チヌの消

費拡大につなげた。 

生物圏科学研

究科 

海野  徹也  准

教授 

提案者：尾道

市水産青年

協議会・尾道

市 

〃 

大型クルーズ客船の寄

港への対応と地域経済

の影響について 

広島港五日市岸壁で大型クルーズ客船の

受け入れが開始されることから、大型客船の

寄港による影響を把握するため、クルーズ客

へのアンケートと受け入れ側の聞き取りを行

い、地域への効果と課題を明らかにした。 

総合科学研究

科 

フンク・カロリン

教授 

広島港客船

誘致・おもて

なし委員会 

広島県港湾

振興課 

〃 

里海をフィールドとした

環境保全活動及び親子

向け自然体験プログラム

のマニュアル化と実践 

呉市安浦町で環境学習活動を展開している

市民活動団体からの提案を受け、親子向け

自然体験学習会や現地で採取した魚を展示

する「まるごと水族館」を企画運営した。 

生物生産学部 

鬼村  直生（学

生） 

提案者：呉市

市民公益活

動団体 Team 

JIN「仁」 

地域連携 

推進事業 

（H28年度） 

広島カキの採苗不良の

原因究明と対策の提案 

広島市水産課の提案を受け、広島市・広島

県と共同により広島湾の養殖カキの採苗不

良の原因とプロセスの解明を目的として調

査・分析を行い、カキ幼生の採苗不良の原

因を解明した。 

生物圏科学研

究科 

山本 民次教授 

提案者：広島

市農林水産

部水産課 

〃 

「竹水」の新たな保健機

能性の発掘に関する試

験研究 

竹原市の提案者から竹林資源の保健機能

の解明に関する提案を受け、若竹から採取

される「竹水」の保健機能について研究した

結果、効果が認められた。 

先端物質科学

研究科  河本 

正次教授 

提案者：バン

ブーエコ・の

っぽ（個人） 

〃 

飼料用米ソフトグレイン

サイレージ給与による

牛乳生産の実証と乳中

機能成分の解析 

東広島地域における飼料用稲をソフトグレン

サイレージとして乳用牛に給与することによ

る有用性について試験を行い、効果があるこ

とが示された。 

生物圏科学研

究科 

小櫃 剛人教授 

提案者：東広

島市集落法

人連絡協議

会 

〃 

「おぐにーまるわかりガ

イド BOOK（プロトタイ

プ）」の作成 

世羅町小国地区の地域活動に当たって地

域の現状や魅力を把握できる「ガイドブック」

の作成を提案され、学生の参加により防災

面に着目したプロトタイプを作成した。 

工学研究科 

田中 貴宏准教

授 

提案者：小国

地区振興協

議 会 （ 世 羅

町） 

地域連携 

推進事業 

（H29年度） 

ハウス内の環境・作物

育成のプロファイリングと

最適制御のためのモニ

タリングシステムの開発 

安芸高田市の青ネギ水耕栽培の更なる産地

化に向けて、栽培ハウス内への炭酸ガス施

用技術の開発に取り組んでおり、本学との共

同による基盤技術の開発と検証を行う。 

ナノデバイス・

バイオ融合化

学研究所 

小出 哲士准教

授 

提案者：広島

県立総合技

術研究所農

業技術センタ

ー 

〃 

ペレットストーブの付加

価値化・普及のための

実験と調査 

環境先進都市を目指す東広島市において、

木質バイオマスを活用した薪ストーブ・木質

ペレットストーブの普及への取り組みを支援

するため、ペレット小型燃焼装置の開発に向

けた技術的検討を行う。 

大学院工学研

究院 

松村 幸彦教授 

東広島市環

境先進都市ビ

ジョン行動計

画プロジェクト

チーム 

〃 

多言語からなる記事に

よる北広島町の文化財

産の発信 

北広島町への外国人観光客の誘致に向け

て、北広島町内の文化施設等における多言

語による情報発信のありかたについて留学

生の視点から検討・提案を行う。 

工学研究科博士

課程 

Paksung 

Nattacha 

提案者：北広

島町教育委

員会生涯学

習課 
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【その他の活動（主要なもの）】 

①アユなどの川魚や動植物が生息しやすい生物多様性のある豊かな太田川再生の研究 

太田川水系全体を網羅するように定点を設置し、クロロフィル等の水質項目、珪藻・緑藻・藍藻等の付着藻

類の量・組成、水生昆虫の生物量・種組成・生活型組成や個体群の遺伝的構造などを調べ、河川の‘健全度’

をモニタリングする手法の基礎調査を、生物生産学部と教育学部の学生と教職員が行っている。 

その結果、研究結果をアユ漁等の増加に活かすため、㋐禁漁区間・時期の検討・見直し、㋑中間育

成アユ等の放流量・放流場所・時期の検討・見直しなどにつなげようと調査研究を実施しており、流域の

漁協や地域からの期待が高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

②井仁地域での活動を通じた地域活性化支援プログラム 

安芸太田町井仁は、教養ゼミ体験学習、中山間地域島しょ部連携インターンシップ、卒業論文対象地

域など、広島大学の教育研究フィールドとしての連携が進んでいる。このため学生の活動や地域課題解

決のための卒論研究などによる地域人材育成と地域課成果につなげる調査研究を生物生産学部と教

育学部の学生が中心となって実施している。 

その結果、稲刈り体験プログラム・草刈体験プログラム・困りごと解決プログラム・外部人材シェア拠点

ハウスプロジェクト（棚田カフェ）などに学生が積極的に関わり、地域の期待が高まっている。 

③連携地域等を対象とした地域研究 

連携地域等を対象とした地域研究では、特産品販売等について方向性が示されるなど関心が高まっ

ている。また今後広島県農業において取り組むべき GAP の研究は、県や東広島市などと連携した研修

会の開催などにつながっている。 

(直近の代表事例) 

・ 地域経済振興のための食品輸出戦略の再構築 

・ 中山間水田地域のこれからの農産物流通の研究～農村の持続性を高めるための新たな農産物販

売戦略とその波及効果～ 

・ 広島県内の GAP(Good Agricultural Practice)認証取得農場の動向 

④地域課題をテーマにした学生の卒論研究 

地域での活動を経験した学生が、卒業論文を地域の方々に発表することなどを通じて、地域活性化

のアイデアなどが地域に蓄積されてきた。また、学生のアイデアを積極的に取り入れたいという市町や

地域の声が多くなっている。 

(直近の代表事例) 

・ 広島市の都市化進行地域における農業の実態 

・ 6次産業化推進による地域活性と課題－広島県中山間地域における取組を中心に－ 

・ 高齢農業者の就業継続が農村社会に及ぼす影響－費用便益分析を中心に－ 

・ 高齢化が進行する農村地域における野菜生産世帯の動向～多様な担い手の存在形態～ 

・ 野菜出荷規格と産地対応～広島県アスパラガスを事例に～ 

・ 持続的な家族農業経営のための継承のあり方～施設園芸部門における ICT導入事例をもとに～ 

太田川河川調査の様子 井仁の活性化を議論する学生 
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・ 地域農業振興におけるインショップの効果～東広島市におけるスーパーの地場野菜コーナーを事

例として～ 

・ 家族農業における経営選択と発展性～生産要素の視点から～ 

 

（３）障がい者支援領域 

本領域では、地域志向教育研究事業、地域連携推進事業を活用して、本領域の教育活動の充実を図

るための調査・研究や、地域からの要請を受けて親子を対象とした育児支援プログラムの開発等を実施し

ている。本領域に関係するテーマについて実施した研究プロジェクトは5件（地域志向教育研究事業3件、

地域連携推進事業 2件）である。 

なお、平成 26 年度に東広島市福祉部こども家庭課の提案により地域連携推進事業として取り組まれた

「学生ボランティアを活用した地域支援の試み〜未就園児への発達支援と保護者への育児支援」につい

ては、平成 27、28 年度の地域志向教育研究事業として継続され、１歳６か月児健康診査で「経過観察」と

判断された子どもとその保護者を対象として、学生ボランティアによる親子遊びや、保護者間の育児に関す

る情報交換、東広島市の保健師による育児相談等を行う「のびのびくらぶ」の活動につながった。 

 

【その他の活動（主要なもの）】 

本領域では、ＣＯＣ事業を体験した学生の中で、研究テーマとして取り組む事例が現れた。直近の事例

は以下のとおりである。 

○「地域子育て支援と大学の連携−親子クラブでのことばの発達支援−」（（2018 年：特別支援教育実践センター

研究紀要第 16号） 

平成28年度実施の地域子育て支援「のびのびくらぶ」について考察を試みたものである。参加前の事前

アンケートより、保護者の大半が「ことばの発達」に不安があるとのことであったため、「ことばの発達支援」を

区分 テーマ 研究の概要 担当者 備考 

地域志向教

育研究事業 

（H26年度） 

「地（知）の拠点整備事

業」障がい者支援領域

に係る活動の深化のた

めに 

障がい者支援領域における教育活動の充実

を図るための調査、活動の分析評価を行い、

プログラムに反映させた。 

教育学部 五十

嵐一徳特任助

教、村上理絵特

任助教 

大学提案課 

題対応型 

（H26年度） 

地域連携 

推進事業 

（H26年度） 

学生ボランティアを活用

した地域支援の試み～

未就園児への発達支援と保

護者への育児支援～ 

東広島市こども家庭課の提案を受けて、経

過観察を必要とする親子を対象に未就園児

への発達支援、保護者への育児支援のプロ

グラムを提供した。 

教育学研究科 

牟田口辰己教授 

提案者：東広

島市福祉部こ

ども家庭課 

地域志向教

育研究事業 

（H27年度） 

学生ボランティアを活用

した地域支援の試み～

未就園児への発達支援と保

護者への育児支援～ 

上記の取り組みを「にこにこくらぶ」として継

続し、学生ボランティアによる支援を実施し

た。 

教育学研究科 

牟田口辰己教授 

地域志向活 

動促進型 

地域志向教

育研究事業 

（H28年度） 

地域と大学の連携によ

る子育て支援プログラ

ム及び支援人材育成プ

ログラム開発の試み 

〜未就園児と保護者への

支援および学生ボランティ

アの育成に向けて〜 

同上 
教育学研究科 

若松 昭彦教授 
〃 

地域連携 

推進事業 

（H29年度） 

地域における虐待予防

プログラムの作成とその

効果の検証-親が抱え

るリスク要因の提言を目

指して- 

東広島市からの提案を受け、吃緊の課題と

なっている児童虐待を予防するため、低年

齢の子どもを育てる母親を対象とした虐待予

防プログラムを開発し、その効果を検証す

る。 

教育学研究科 

七木田 敦教授 

提案者：東広

島市こども未

来部こども家

庭課 

  地域志向教育研究事業等の実施状況 
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活動のねらいの軸として学生ボランティアおよび連携自治体職員と共有し活動の企画・運営を行った。前

年度の活動内容との主な変更点として、絵本の読みあいを導入した点、活動後の振り返りシートを用いた

点があげられる。振り返りシートの内容は、他の学生、連携自治体職員と共有し、活動改善につなげた。 

○「インクルーシブ教育時代における大学教育−教育学部学生を対象とした当事者参加型の授業−」（2016 年：

特別支援教育実践センター研究紀要第 13号） 

教育学部 1年次生を対象とした教養ゼミにおいて、発達障害のある子どもの保護者と地域の発達障害者

支援センター職員による当事者参加型授業を実施し、その効果について測定した。質問紙を用いた量的

分析・質的分析の結果、本研究における当事者参加型授業は、単に知識の獲得への動機づけを高めただ

けでなく、当事者からの講話を基に自己を内省し、共生社会の形成に向けた態度を学ぶ良好な機会にな

ったことが推察された。 

○「教育学部における障害シミュレーションを中心とした授業の有効性の検討」（2016 年：特別支援教育実践セ

ンター研究紀要第 14号） 

教育学部において実施した障がいシミュレーションを中心とした授業の有効性について検討を行った。

視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由の各領域でシミュレーションを中心とした授業を実施し、障がいに対

する受講前後の考えおよび自分にできると思う取り組みについて受講生にアンケートを実施した。結果、障

がいに対する考えについては、自分自身の態度や行動に関する 4 項目および障がい者に対する肯定的、

積極的意見に関する４項目においてシミュレーション後の得点が有意に増加した。 

○「知的障害者の家族の語りが大学生の意識変容にもたらしたもの−教育学部生を対象とした授業のアンケート

分析から−」（特別支援教育実践センター研究紀要第 15 号） 

教育学部１年次生を対象とした教養ゼミ（講義型）において、障がいのある子どもの保護者による当事者

参加型授業を実施し、その効果について検討した。障がい（者）に対する理解を測る質問紙を用いた分析

の結果、［保護者の思い］を聞くことで、障がい（者）理解への新たな視点を得られたことが明らかとなった。

また、将来、教育に携わろうとする学生にとっては、保護者による授業を通し、障がい（者）の理解に加え、

自分が今後取り組むべきことがより教育と結びついた形で明確になったと推察された。 

○「要経過観察幼児の保護者へのインターネットを用いた支援システムの構築に関する研究」（2017 年：教育学

研究科修士論文） 

３歳児健診で「要経過観察」と判定された未就園の子どもを持つ保護者を対象に、育児ハンドブックや親

子遊び、地域の子育て支援情報などをコンテンツとして取り入れた、専門職員等とのコミュニケーションが可

能な育児支援サイトを試行的に構築し、当該サイトの子育てに関する情報入手・共有ツールとしての有用

性を検討した。保護者による評価結果より、内容の分かりやすさ、子どもの気持ちと発達の理解や、子育て

サークルの非利用者への支援ツールとしての有用性が認められた。また，９割以上の保護者より、当該「サ

イトは情報を共有できる場所である」と評価された。  
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３．研究活動の成果 

地域の課題をテーマとした研究活動への取り組みを促すことを目的とする地域志向教育研究事業及び地

域連携推進事業においては、事業期間において 25 件の地域課題解決に資するプロジェクトを実施すること

ができた。これらの中には、地域課題の解決に向けた要因の解明につながったもの※１や、プロジェクトの成果

が更なる教育活動の展開に結びついたもの※2 が数多く含まれている。また、地域貢献共同研究事業の実施

には至っていないが、複数のプロジェクトでは、科研費の取得や学術的な成果の学会発表※3、公的機関によ

る助成事業の受託等※4 の好事例が生まれている。さらに平成 27 年度実施のプロジェクト「大型クルーズ客船

の寄港への対応と地域経済の影響について」では、本事業の後継事業である「地（知）の拠点大学による地方

創生推進事業（COC+）」に採択された広島市立大学の事業である「協働研究事業注 1」にもつながっており、

継続的・発展的な研究成果となっている。 

さらに、各領域における研究活動においても、連携地域における体験活動等を通じて研究テーマを見つけ、

卒業論文・修士論文等のテーマとして研究を進める事例もあり、教育と研究が一体となった体系的なプログラ

ムにより地域と大学の間で好循環が生まれている。 

 

【参考】 

※１ 地域課題の解決に向けた要因の解明につながったもの 

○緑黄色野菜わけぎの有効成分の分析と紫化現象発生要因の解明および軽減策の検討 

○福山海域において「海が生物を生み出す仕組み」の根幹を調べ、閉塞した漁業の現状を打開する 

○尾道産クロダイの生態解明と可食部の生化学的特性に関する研究 

○広島カキの採苗不良の原因究明と対策の提案 

○「竹水」の新たな保健機能性の発掘に関する試験研究 

○飼料用米ソフトグレインサイレージ給与による牛乳生産の実証と乳中機能成分の解析 

など 

※２ プロジェクトの成果が更なる教育活動の展開に結びついたもの 

○学生ボランティアを活用した地域支援の試み～未就園児への発達支援と保護者への育児支援～ 

※３ 科研費の取得や学術的な成果の学会発表に結びついたもの 

○大型クルーズ客船の寄港への対応と地域経済の影響について（科研費：基盤研究Ｃ） 

※４ 公的機関による助成事業の受託等に結びついたもの 

○福山海域において「海が生物を生み出す仕組み」の根幹を調べ、閉塞した漁業の現状を打開する（漁場環境・生物多

様性保全総合対策事業：農水省） 

○井仁地域での活動を通じた地域活性化支援プログラム（農村集落活性化支援事業：農水省） 

注 1 協働研究事業 

    広島市立大学のCOC+事業のテーマである「観光振興」を軸とし、地域に貢献する人材を育成するにあたり、実施する教育

研究事業。地域の実情に即し、大学の特徴や教育方針を活かし、幅広い活動を行っている。 
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Ⅳ．社会貢献活動 

１．総括 

（１）社会貢献活動の考え方 

ひろしまイニシアティブの目指す教育プログラムの推進に当たっては、地域社会の連携・協力が不可欠で

ある。本プログラムにおける学修や研究活動の成果が地域社会の課題解決につながり、大学・地域の双方に

つながるものでなければならない。このため、大学と地域の間で持続可能な関係を構築することを目標として、

各領域の特徴に合わせて学修・研究の成果を地域に還元する取組みや、活動のフィールドとなる地域にお

けるボランティア等の地域貢献活動を展開した。 

（２）社会貢献活動への取組み 

１）ＣＯＣ事業の成果の発信、成果の共有 

本事業の成果を地域社会に発信し、その成果を共有することを目的として「ひろしまイニシアティブシン

ポジウム」を開催した。 

２）各領域における取組み 

各領域での活動に合わせて、様々な形で活動の成果を地域に還元した。詳細は次章に紹介する。 

①ひろしま平和発信領域 

広島平和記念資料館における活動支援、平和に関する情報発信など 

②中山間地域・島しょ部対策領域 

教育プログラムの成果を還元する「円卓フォーラム」、学生による地域貢献活動、公開講座、講演会・

報告会など 

③障がい者支援領域 

要経過観察と判断された親子を対象とした「のびのびくらぶ」の活動、セミナーの開催など 

２．実施状況と成果 

（１）ひろしまイニシアティブシンポジウム 

本事業の成果を広く発信するシンポジウムは、平成28年12月12日に開催した。シンポジウムのテーマは、

「ひろしまイニシアティブ」の基礎となる「平和」に関する取り組みについての報告をメインとし、併せてＣＯＣ事

業の取り組み状況を報告した。 

なお、このシンポジウムは公益財団法人広島平和文化センターとの包括的連携協力に関する協定の締結

式と併せて実施した。 

 

【開催概要】 

日 時 ： 平成 28年 12月 12日 

会 場 ： 広島大学東千田未来創生センター 

       4階 402教室 

プログラム 

第 1部：基調講演 

  ①広島大学 木原康樹副学長 

  ②広島大学 神谷研二副学長 

  ③広島平和記念資料館 志賀賢治館長 

第２部：大学ＣＯＣ事業活動報告 

参加者 ： ６０名 

 

平成 28年 12月 12日 シンポジウムの様子 
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また、平成 30年 2月 28日には、事業総括となるシンポジウム開催した。本シンポジウムにおいても事業

成果を広く発信すべく、事業成果の報告に留まらず、3領域における COC事業に関わっていただいた地

域の皆様に当事者からの視点として、講演いただき、事業の取り組みを体験した学生による発表の場を設

け、学内外のステークホルダーにその成果を広く発信した。 

 

【開催概要】 

日 時 ： 平成 30年 2月 28日 

会 場 ： 広島大学東広島キャンパス 

       中央図書館ライブラリーホール 

プログラム 

〇COC事業の取り組み報告 

広島大学 産学・地域連携センター教授 塚本 俊明 

〇講演（COC事業に関わっていただいた地域の皆様より） 

【講演１】 「人づくりが支える広島県の地方創生」 

  広島県地域政策局中山間地域振興課 木村 富美 課長 

【講演２】「記憶の継承ーヒロシマの課題」 

  広島平和記念資料館 志賀 賢治 館長 

【講演３】「課題当事者からＣＯＣに期待すること」 

  特定非営利活動法人広島自閉症協会 小野塚 剛 理事長 

〇地域連携推進事業・地域貢献研究事業ポスターセッション 

〇各領域より学生による取り組み発表 

〇地域共生プログラム修了証授与 

〇講評・ＣＯＣ＋事業の取り組みに向けて 

 広島市立大学（COC+ 代表校） 若林 真一 理事・副学長 

●参加者 ： ６０名 

 

  

平成 30年 2月 28日 シンポジウムチラシ 

平成 30年 2月 28日 シンポジウムの様子 
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（２）ひろしま平和発信領域 

１）総括 

本領域においては、広島平和記念資料館との連携により、「教養ゼミ」、「ひろしま平和発信演習」受講

者の中で継続的に平和に関する活動への関わりを希望する学生に対応し、継続的なボランティア活動

の機会を提供した。また、本学の大学祭・ホームカミングデーや本学学生、関係者が関わるイベント等で、

平和発信に関する活動を支援した。 

なお、以上の活動を継続的、組織的に展開するための体制を整えるため、広島大学と公益財団法人

広島平和文化センター（広島平和記念資料館の運営主体）との間で包括的連携協力に関する協定を締

結した。 

２）実施活動 

①広島平和記念資料館でのボランティア活動 

「教養ゼミ」、「ひろしま平和発信演習」受講者を対象に、平和に対する理解を深めることを目標として、

広島平和記念資料館でのボランティア活動に参加する機会を提供した。 

 

○被爆者証言ビデオのＶＨＳ→ＤＶＤ変換作業 

 広島平和記念資料館では、これまでに撮影した被爆者証言ビデオのデジタル化とビデオの内容の

文字起こしが課題となっている。古いビデオは記録媒体が VHS であるため、長期的に保存するため

にはデジタルデータの形にして残しておく必要があり、今後字幕をつけたり翻訳したり幅広い活用をす

るためには、ビデオの内容の文字起こしのデジタルデータが必要となる。 

こうした課題の解決に貢献すべく、文字起こし作業、VHS からのDVD へのダビング作業も行った。

こうした作業は、広島平和記念資料館の資料の保存・活用のための基礎づくりとして期待されている。 

被爆証言映像ビデオのデジタル化・文字おこし 388証言 

被爆体験記のテキスト化 107証言 

被爆証言ビデオから DVDへのデジタル化 400本 

  

○来館者動向調査 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 広島平和記念資料館で来館者動向調査を日本語と英

語で行った。調査をしながら来館者とコミュニケーションを

とることで平和発信に取り組んでいる。外国からの来館者

は約 77 か国にのぼり、調査結果は、現在リニューアル中

の資料館にフィードバックが行われる予定である。 

 調査総数 6,200件（日本語及び英語）、77か国 
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○広島平和記念資料館に届けられた折り鶴の「原爆の子の像」への懸架補助 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○被爆資料の整理補助 

情報資料室内のビデオ、ＤＶＤの所蔵リスト整理、寄贈資料の整理等を行った。 

   

②大学祭・ホームカミングデーにおける情報発信 

広島大学東広島キャンパスにおいて開催される大学祭・ホームカミングデーの開催に併せて、本領域

の活動や平和に関して情報発信を行い、被爆者と直接対話する場、原爆関連の生の資料に触れる機会

を提供した。また、ヒロシマを見て聞いて触れる」をテーマに下記展示・イベントを開催した。 

・「ヒロシマをあなたはどう伝えますか」NHK広島放送局アナウンサー 出山知樹氏の自主映画上映 

・「被爆者とのリアルトーク」被爆者 岡田恵美子氏に被爆体験講話 

・「被爆瓦の展示」提供者 広島大学 嘉陽礼文 

  

 

③「第三世代が考えるヒロシマ『 』継ぐ展」の支援 

本イベントは、30 代のクリエイター、アーティスト、社会人が中心となり立ち上げた企画展である。特に

若い世代や家族に向けて、平和学習の場所を提供し、戦争体験者と非体験者をつなげることを目的とし

ている。企画展タイトル名の「 」には、情報を受け取るだけでなく、自ら意志を持って過去の出来事を学

世界中から毎年 10 トン 1 千万羽寄

贈される折り鶴を整理し、原爆の子の

像へ定期的に懸架を行った。 
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び、聞き、考えて、自分なりの答えを入れてほしいという思いがこめられている。 

本学 COC 事業も共催し、県外の大学生や社会人へ事前学習プログラムを提供した、平和記念資料

館在籍のコーディネーターが被爆者や伝承者、関連書籍、ポスターなどを紹介しイベントの企画を支援

した。 

        

開催概要 

平成 28年度 

8/3～8 第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展 

（横浜市 みなとみらい） 
1,260人 

8/6 第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展 

（広島市 とうろう流し継ぐ展ブース） 

8/24～29 次世代に継ぐ「ヒロシマ」展 

（東広島市 くらら） 
455人 

平成 29年度 

7/30～8/6 第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展 

（世田谷会場） 
710人 

7/30～8/6 第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展 

（サテライト会場 広島市） 
90人 

8/6 第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展 

（広島市 とうろう流し継ぐ展ブース） 
300人 

 

④公益財団法人広島平和文化センターとの包括的連携協力に関する協定の締結 

本事業の実施に当たっては、広島平和記念資料館との連携により、専門科目や教養ゼミにおける講

義・講演等の提供、広島平和記念資料館における見学・研修やボランティア活動の受け入れ等、様々な

活動を展開してきた。これらの実績を踏まえ、更に組織的・系統的な連携を深めることが望まれたことから、

広島平和記念資料館の運営主体である公益財団法人広島平和文化センターと本学との間で包括的連

携協力に関する協定を締結することとなった。 

なお、協定締結に伴う具体的な連携事業等の設定や連携状況の評価・検証を行うことを目的として、

「広島大学・広島平和記念資料館連携協力推進会議」を設置し、定期的に協議を進めることとした。 
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【開催概要】 

日 時 ： 平成 28年 12月 12日 

       13：30〜14：00 

会 場 ： 広島大学東千田未来創生センター 

       3階ミーティングルーム 

出 席 

 広島大学 越智光夫学長、木原康樹副学長 

 広島平和文化センター 小溝泰義理事長 

 広島平和記念資料館  志賀賢治館長  

調印式の様子 

３）成果 

①広島平和記念資料館でのボランティア活動 

資料館が抱える様々な課題を学生と共に解決することで、資料の劣化防止、保存・活用等に寄与する

ことができた。また、活動を通して普段みることのできない資料館の裏側を学生が体験することができ、平

和を発信していく上でのリアルな現場を学生が学ぶことができた。 

 

②大学祭・ホームカミングデーにおける情報発信 

会場を訪れた方々は、展示しているヒロシマ・ナガサキ原爆写真ポスターや原爆瓦などの生の被爆資

料をみることにより、原爆によって失われたもの、放射能の影響など改めて学習した。 

 

③「第三世代が考えるヒロシマ『 』継ぐ展」の支援 

被爆地ヒロシマから関東に平和学習を発信する活動として、毎年 1,000人以上の方々が訪れるイベン

トを多くの学生が携わる中で成功させることができた。特に平成 29 年度においては、とうろう流し継ぐ展

ブースのリーダーとして、本学の学生が同イベントを運営したことも大きな成果である。 

 

④公益財団法人広島平和文化センターとの包括的連携協力に関する協定の締結 

本協定の締結により、これまで行ってきた、教育・研究・社会貢献における活動の基盤を整備すること

ができた。また、広島平和記念資料館の唯一無二の価値を維持し、その国際的な使命を発展させるた

め、本学と教育・研究・調査などの側面から連携を深め、相互の活動を強固に展開し発展させていくこと

が期待される。 
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（３）中山間地域・島しょ部対策領域（条件不利地域対策領域） 

１）総括 

中山間地域・島しょ部対策領域では、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

教育を実践している。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に参加し

ていただく円卓フォーラムを毎年開催してきた。大学が進める地域志向型教育に関する情報交換を行い、

進捗状況を評価するのが目的である。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討論し、COCの改善と地域志向人材の育成につなげてきた。 

また、学生の提案、学生の主体的な活動を中心にしつつ、地域・市町の要望、教職員の活動などが加わ

り、連携市町・地域をフィールドとする多様な地域貢献活動を展開した。 

２）実施活動 

①円卓フォーラムの開催 

回 開催日 テーマ 開催概要 参加者 

１ H26.12.11 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～ 

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

姿を共有した。また、参加者有志による表のような共同

宣言を作成し、地域と連携した人材育成の姿を共有し

た。 

１７８名 

２ H27.7.22 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～ 

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、地域から地域志向型教育と人材育成のあり方につ

いて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た。 

１６０名 

３ H29.1.19 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～ 

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

てまとめた。 

１７３名 

４ H29.12.7 地域と学生がつくる地

域志向型教育～農学

系フィールド教育がめ

ざすもの～ 

最終年度を迎えた地（知）の拠点活動の成果をまとめる

とともに、近隣の大学と協力して実施している共同利用

拠点教育の経験も踏まえて、地方創生に貢献できる人

材をどのように育成するかを考えた。地域貢献に対する

より強いモチベーションを持った人材を輩出していくた

め、地域や関係機関の皆様から大学の地域志向教育

への助言と提言をいただいた。 

１７０名 

 

  円卓フォーラム共同宣言 （連携７市町＋地域＋大学＋学生による） 

○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学生による地域貢献活動など 

②－１学生提案のアイスを地域・市町と共同開発 

平成 27年度、地（知）の拠点教養ゼミ体験学習を「道

の駅ゆめランド布野」で行い、その体験発表会の際、地

域特産品となる新商品「酒粕アイス」の開発を学生が提

案した。これをきっかけに、道の駅ゆめランド布野・三次

市・本学学生の共同研究が始まり、学生と道の駅ゆめラ

ンド布野がアイスの試作・検討を重ねた。その結果、平

成 28年 7月、新製品として「布野の酒」と「わかたの酒」の酒粕 を配合した「オリゼさんのアイ酒（酒粕ア

イス）」を完成させた。学生は、アイスのアルコール濃度分析、味の評価、ネーミングやキャラクターの企

画・考案にも携わった。 

②－２地域活性化につなげる農商工連携マルシェの運営参加 

教養ゼミ体験学習やインターンシップの受け入れ先であるトムミルクファームを中心に東広島市の県

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に貢献

するため、学生のボランティア活動が積極的に行われている。県央商工会によるセントレマルシェ（２９年

１１月）には、５学部２１名の学生が参加し、その運営で活躍した。 

②－３クラウドファンディングによる地域活性化活動 

安芸太田町井仁では、クラウドファンディングによる棚田カフェ建設・運営に教養ゼミ体験学習やイン

ターンシップでお世話になった学生が携わるなど、積極的な交流と支援が行われている。 

呉市豊町大長では、とびしま柑橘倶楽部のクラウドファンディングによるかんきつ荒廃園の再生に、教

養ゼミ体験学習やインターンシップでお世話になった学生が携わるなど、交流と支援が始まっている。 

②－４その他活動 

呉市豊町における「大長櫓祭り」支援、学生の荒廃棚田開墾ボランティア活動、震災復興と地方創生

ワークショップ、ツーリズムに活用可能な地域資源についての現地調査、大学祭での連携地域紹介マル

シェ、大学祭での連携地域販売コーナーの手伝いと地域 PR活動等多様な地域貢献活動を行った。 

③地域でのワークショップの開催 

連携自治体である世羅町の世羅高等学校と連携して、「世羅の日本一を探そう」コラボワークショップを

開催した。また、インターンシップの際には、地域特産品を学生が考えることなどを定例のワークショップに

組み込んだ活動を展開しています。さらに、COC連携市町に学生が出かける多様なワークショップが定着

している。 

アイスの試作・分析をする学生 
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④公開講座の開催 

地域で活躍されている方々を講師に招請して開催する特別講座は、連携地域や市町行政からも聴講希

望が多かったことから、平成２８年度から公開講座としても 7回開講している。また、近年市町・地域から関

心の高いGAP普及の意義、今後の課題について、公開講座を企画し、県や連携市町に参加していただい

た。 

⑤外部要請に対応した報告（地域講演会等を含む） 

⑤－１宮城県議会の要請に基づく震災復興と地方創生ワークショップ（学生・教職員が実施） 

⑤－２内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局の要請に基づく、本学地（知）の拠点中山間地域島しょ

部領域における人材育成の取組紹介（内閣官房合同庁舎にて実施） 

⑤－３市町商工会議所の要請に基づく地域人材育講演会講師（学生・教職員が対応） 

⑤－４広島市立大学の要請に基づき COC+研修会（FD）において講演 

 

３）成果 

①円卓フォーラム（地域人材育成） 

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

組みが定着した。 

円卓フォーラムの場において、連携市町・地域

の出席者からは、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、との評価をいただいた。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枠組みが

できつつある。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可能性もある。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、との報告をいただいた。 

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た。 

また、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いる。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

高な理念が確認された。 

 

②学生による地域貢献活動 

②－１学生提案のアイスを地域・市町と共同開発 

アイスは、道の駅ゆめランド布野だけでなく、広大東広島キャンパス、霞キャンパス（広島市）でも販売

が行われている人気商品になっており、開発後１年で、約５，０００個の販売実績を上げている。開発に
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携わった学生は、地域の目玉商品などとして活性化に貢献したと評価され、副学長賞が授与された。 

共同研究などに参加した学生は、「地域を知る・地域と関わる・地域と協働する」という地（知）の拠点の

ステップを踏んで製品開発に至る成果を実感できたことで、三次市や地域の方への感謝の気持ちととも

に、今後も地域に貢献したいという意欲が一層高まった。また、「企画に向けてみんなの意見を一つにま

とめていくことの難しさを知った」「将来食品開発の分野に進みたいと思っているので、体験できてよかっ

た」など、学生が相互にコミュニケーションを図り、専門分野の選択に向けた動機づけの一つになった。 

 

②－２地域活性化につなげる農商工連携マルシェの運営参加 

主催者からは、「ボランティアの学生さんたちのスキルは素晴らしいものでした。お願いしたことだけで

なく、想定外の事にも自ら考え良い方法を探し出すという現場対応力がありました。学生さんたちがいな

かったら、成り立たなかった出店者さんがあったと言っても過言ではありません。」と評価をいただいた。 

参加した学生は、今後も地域活性化を促進するセントレマルシェなどの活動に積極的に関わっていき

たいと意欲を示しており、体験学習・インターンシップなどの地域志向教育の成果が現場で評価されて

いる。 

 

②－３クラウドファンディングによる地域活性化活動 

学生との地域交流が「地域の元気」、「地域の拠点づくり」、「荒廃園の解消と活性化」などにつながっ

ている。また、学生とファンド資金提供者との交流などから学生の視野が広がり、多様な就業展開が期待

される。 

 

③地域でのワークショップの開催 

学生によるワークショップは、学生のユニークなアイデアや提案が聞けると好評であり、ワークショップの

成果を地域活性化の実践につなげようとする市町・地域の動きが出てきている。 

 

④公開講座の開催 

実施している公開講座は、学生と市町・地域がともに聴講するというオリジナルの授業形式をとっている。

連携地域や一般参加者からは、講義だけでなく学生との意見交換ができる交流の場として有効に活用され

ている。また、学生は一般参加者との意見交換を通じて、現実の地域活性化の取り組みの諸問題を直接

把握できる場になっている。 
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（４）障がい者支援領域 

１）総括 

障がい者支援領域では、東広島市教育委員会と連携し、特別支援教育サポーター派遣事業と職場体

験学習ボランティアの活動を展開するとともに、東広島市こども未来部こども家庭課と連携し、「のびのびく

らぶ」の活動を展開した。また、広島自閉症協会と連携し、協働セミナーを開催した。さらに、本学ホームカ

ミングデーにおいて、本領域の活動を含めたＣＯＣ事業の成果を地域関係者に向けて発信した。各活動を

通じて、障がいのある児童生徒の学習活動やキャリア教育の支援、幼児の発達支援や保護者に向けた子

育て支援、地域関係者の「障がい」に対する理解促進といった面に貢献した。 

２）実施活動 

①のびのびくらぶ 

東広島市福祉部こども家庭課からの提案を受けて平成 26 年度に広島大学地域連携推進事業として実

施した「学生ボランティアを活用した地域支援の試み～未就園児への発達支援と保護者への育児支援～」

の成果を踏まえて、平成 27年度より「のびのびくらぶ」を展開した。 

本事業では、１歳６か月児健康診査で「経過観察」と判断された子どもとその保護者を対象として、学生

ボランティアによる親子遊びの企画・準備・実施するとともに、保護者間の育児に関する情報交換の場の提

供し、保健師による育児相談等を行った。年度の上半期をⅠ期、下半期をⅡ期とし、月に2回、各期8回程

度実施し、各期に 5組の親子が参加した。参加親子に対しては、活動の場においてのみ交流を行った。連

携先である東広島市こども未来部こども家庭課に対しては、参加親子の募集と活動内容の告知、活動日程

の調整を依頼した。また、学生ボランティアが企画した遊びや、会の進行について、保健師らによる助言を

得ることもあった。 

参加希望学生に対し、コーディネーターが学生ボランティアとしての心得、各幼児の特性に伴う支援の

具体や遊び方の工夫について、活動前後に研修を行った。学生ボランティアは活動後、「活動記録用紙」

に気づきや反省点、次回への展望等を記録し、コーディネーターに提出した。さらに、週あたり 2 時間程度

を次回の活動の企画・準備に充てた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②広島自閉症協会との連携による協働セミナーの開催 

平成 29年１月に、「障害のある子・人の学びの機会を保障

する〜学ぶチカラを最大限に引き出す支援とは〜」のテーマ

のもと、日本自閉症協会・広島自閉症協会と連携して協働セ

ミナーを開催した。 
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③ホームカミングデー 

「共にまなぶ・はたらく・くらす」のテーマのもと、教養ゼミ（体験型）で使用した支援機器（拡大読書器等）

の展示・説明・体験、特別支援教育サポーター派遣事業、職場体験学習、のびのびくらぶの活動に関する

パネル展示・説明を行った。また、一般社団法人日本福祉用具供給協会中国支部広島県ブロックの協力

を得て、福祉機器・用具の展示・体験を行った。 

平成 29年度はパラリンピック正式種目「ボッチャ」の体験コーナーを新たに設けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④その他の地域連携活動 

○あい塾 

本学学生が主体となって視覚障がい生徒に対して行う教育相談活動であり、広島ブレイルセンター

（広島市）において開催している。広島の地域で学ぶ弱視生徒の視覚活用と学習の場を提供することを

目的としている（平成 28年度 28回、平成 29年度 27回）。 

 

○うじラボ教室 

地域で暮らす視覚障がい者に向けた視覚支援機器の活用法に関する教室であり、呉市内と広島市

内の眼科で開催している。地域の眼科で実施することで、参加者はワンストップで眼科の診察・治療と、

視覚支援機器の活用教育を受けることができる（平成 26 年度 3 回、平成 28 年度 4 回、平成 29 年度 9

回）。 

 

○発達障害 ICT活用研修会 

地域で生活する発達障害のある子どもをもつ保護者や担当教師を対象とした ICT活用研修会。（平成

27年度 1回、平成 28年度 7回、平成 29年度 2回）。 

 

○広島自閉症協会と連携した ICT活用研修会 

広島自閉症協会と連携し、地域で暮らす自閉症のある子どもをもつ保護者や支援者を対象とした ICT

活用研修会。（平成 27年度 1回、平成 28年度 1回、平成 29年度 1回）。 

 



 50 

○自閉症の子供を対象にしたワークショップ 

自閉症の子供の広島の地域の学習会「ドリームブライトキッズ」と連携したワークショップ。自由研究、

調理、社会見学の３回の場面を設定し、コミュニケーション等の促進のための学習の機会を実際の活動

の中で体験し、学習する（平成 27年度 3回、平成 28年度 3回、平成 29年度 3回）。平成２９年度の自

由研究ワークショップを受講した自閉症の児童は、自由研究の賞を受賞した。 

 

○広島市こども未来局こども・家庭支援課と連記した ICT活用研修会 

広島市の療育施設の職員（ST（言語聴覚士）・OT（作業療法士）・PT（理学療法士）・その他）を対象と

し、ICT を療育活動に活用することをねらいとした研修会である（平成 27年度 1回、平成 28年度 1回、

平成 29年度 1回）。 

 

３）成果 

①のびのびくらぶ 

のびのびくらぶに参加した保護者に対するアンケートより、「同じ年頃の子ども、お母さんとかかわること

ができ、毎回楽しく参加することができた」「悩みについてアドバイスをもらい、心が楽になった」との意見を

いただいた。また、連携している自治体職員からは、「母親同士の交流が広がっていった」「活動後のミーテ

ィングで挙げられた反省点が、次回の活動で改善されていた」などの意見があった。 

 

②協働セミナー 

日本自閉症協会・広島自閉症協会と連携して開催した協働セミナーは、約100名の一般市民が来場し、

登壇者と市民の間で活発な意見交換がなされた。 

 

③ホームカミングデー 

ホームカミングデーの来場者数は以下である。 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

来場者数（人） 119 135 225 186 

     ホームカミングデーでの出展をとおして、会場を訪れた多くの地域の方々に本領域での活動を広く発信

すると共に、「障がい」をより身近なものとして捉え、「相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な

在り方を相互に認め合う」という共生社会形成の基礎となる考え方を発信する場を提供することができた。 
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Ⅴ．事業の実施体制 

１．全学的なマネジメント体制 

本事業を推進するため、平成 26年 1月に開催した役員会、教育研究評議会及び部局長等意見交換会を

活用して、学長から「大学の方針として全学的に地域指向の教育研究を推進する」ことを説明し、意識の統一

を図るとともに、学長を長とする「ひろしまイニシアティブコンソーシアム（ひろしまイニシアティブ推進協議会に

名称変更）」及び実務に当たる「ひろしまイニシアティブ推進センター」の設置などの体制構築に取り組んだ。 

平成 27年 7月に「ひろしまイニシアティブ推進センター」を設置し、11月にひろしまイニシアティブ推進セン

ター運営委員会を開催して学的な事業の推進体制を整えた。平成28年度は、事業推進体制の見直しを行っ

てガバナンスを確立し、ひろしまイニシアティブ推進センター運営委員会を随時開催して全学的な視点から

意見の把握や情報共有に勤めた。この体制の下で、7 月には文部科学省の中間評価を受審（評価決定は平

成 29年 2月）するとともに、8月に外部評価委員会を開催し、事業実施状況の点検評価を行った。12月には、

「ひろしまイニシアティブ推進協議会」を開催し、本事業の実施状況の周知、今後の事業推進について意見

を求めた。 

さらに、文部科学省の中間評価、外部評価委員会における指摘事項を踏まえて、それまで３領域で実施さ

れてきた教育・研究・社会貢献等の事業の一体化、ＣＯＣ事業の目指す人材育成プログラムの検討を行い、

一体的な人材育成プログラムとして、平成 29年度に平和科目「ひろしま平和共生リーダー概論」を開講するこ

とを決定した。さらに、「ひろしま平和発信領域」の取組みを具体的に推進するため、公益財団法人広島平和

文化センター（広島平和記念資料館の運営主体）との間で包括的連携協力に関する協定を締結し、連携協

力体制を整えた。 

平成 29 年度は、平和科目「ひろしま平和共生リーダー概論」を開講するとともに、平和科目を導入として

「共生」をキーワードに「全ての人々が共生できる社会の実現のために地域で活躍できる人材：ひろしま平和

共生リーダー」の育成を目指す教育プログラムとして「ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラム」の開講

を決定した。さらに、ＣＯＣ事業の最終年度に当たることから、各領域における補助事業終了後の継続的な実

施体制の確立を目標として事業を実施した。平成 30年 2月には、ひろしまイニシアティブ推進協議会の開催

と併せて本事業の成果を発表するシンポジウムの開催を予定している。 

  平成 28、29年度の取り組みの経過 

 記事 備考 

H28.3.28 平成 28年度ＣＯＣ事業計画書提出  

6.7 平和発信領域のカリキュラムに関する協議  

7.22 文部科学省中間評価資料提出  

8.23 ＣＯＣ事業外部評価委員会  

9.6 
ひろしまイニシアティブ推進センター運営委員会

（平成 28年度第１回） 
中間評価ヒアリングに向けた協議 

9月 
アクセシビリティセンター、ダイバーシティ研究

センター、教養教育本部等とＣＯＣ関連科目協議 
 

9.14 
ひろしまイニシアティブ推進センター運営委員会

（平成 28年度第２回） 
中間評価ヒアリングに向けた協議 

9.21 
ひろしまイニシアティブ推進センター運営委員会

（平成 28年度第１３回） 
中間評価ヒアリングに向けた協議 

9.28 文部科学省中間評価ヒアリング  

10.13 教育推進グループとの協議 ＣＯＣ関連科目の開設について 
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11.8 
ひろしまイニシアティブ推進センター運営委員会

（平成 28年度第４回） 

イニシアティブセンター推進協議会の

開催について、広島平和文化センタ

ーとの包括協定について、他 

12.12 

ひろしまイニシアティブ推進センター推進協議会 

国立大学法人広島大学と公益財団法人広島平和文

化センターとの包括的連携協力に関する協定締結

式、記念シンポジウム 

 

12.20 文部科学省平成 28年度評価結果（案）の通知  

12.27 
ひろしまイニシアティブ推進センター運営委員会 

（平成 28年度第５回） 

中間評価結果に対する申し立てにつ

いて 

H29.1月 ＣＯＣ関連カリキュラムに関する準備・調整 
「平和科目」「特定プログラム」の開講

可能性について検討、素案作成 

2.9 
平和科目「ひろしま平和共生リーダー概論」を平

和科目ＷＧ会議に付議 
 

2.13 

平和科目「ひろしま平和共生リーダー概論」の開

講について平和科目ＷＧ会議カリキュラム部門会

議で承認 

 

文部科学省平成 28年度評価結果の公表  

2.20 
広島大学・広島平和文化センター（広島平和記念

資料館）の連携協力に関する会議 
 

2.27 教養教育部会において平和科目の開設承認  

2.28 
ひろしまイニシアティブ推進センター運営委員会 

（平成 28年度第６回） 

・平成 28年度事業の成果について 

・平成 29年度事業計画について 

3.22 
ＣＯＣ中間評価「C」大学に対する文部科学省・学

振との意見交換 
 

4.28 文部科学省に平成 28年度ＣＯＣ実績報告提出  広島市立大学を通じて提出 

5.16 
ひろしまイニシアティブ推進センター運営委員会 

（平成 29年度第１回） 

・平成 28年度事業実績報告について 

・平成 29年度事業計画について 

6.1 
ひろしまイニシアティブ推進協議会（平成 29年度

第１回） 

・平成 28年度事業の成果について 

・平成 29年度事業計画について 

6.12 平和科目「ひろしま平和共生リーダー概論」開講 6月 12日〜7月 31日（8日間 15コマ） 

6.16〜

9.6 

「ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラ

ム」の開講に係る協議・調整 
講義提供教員への説明・協力依頼 

9.14 
教育推進グループに「ひろしま平和共生リーダー

育成特定プログラム」説明書提出 
 

9.20 
ひろしまイニシアティブ推進センター運営委員会 

（平成 29年度第２回） 

・平成 29年度活動報告について 

・「ひろしま平和共生リーダー養成

特定プログラム」について 

9.26 
全学教務委員会において「ひろしま平和共生リー

ダー育成特定プログラム」について説明／承認 
 

12.15 
ひろしまイニシアティブ推進センター運営委員会 

（平成 29年度第３回） 
・外部評価について 

H30.1.25 ＣＯＣ事業外部評価委員会  

2．20～

23 

ひろしまイニシアティブ推進センター運営会委員

会（平成 29年度第４回） 

・ 平成 29 年度第２回ひろしまイニ

シアティブ推進協議会について 

・総括シンポジウムについて 

2．28 
ひろしまイニシアティブ推進協議会（平成 29年度

第２回）、総括シンポジウム 

・事業実施総括報告について 

・外部評価結果について 

・平成 30 年度以降の事業の進め方に

ついて 
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２．主要な会議等 

（1）ひろしまイニシアティブ推進協議会 

本協議会は、自治体等と連携して全学的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を進めることにより，学

生が地域の課題等への認識を深め、解決に向けて主体的に行動できる学生を育成するとともに、社会と本

学の新たな発展を生み出していくことを目的として設置されたものである。当初計画では、地域自治体、地

域企業、地域 NPO、教職員、学生から構成される「ひろしまイニシアティブコンソーシアム」の設置が予定され

ていたが、事業の進捗状況を踏まえて見直しを行い、協議会を設置した。協議会の概要、平成 28、29年度

の開催状況は以下のとおりである。 

  協議会の概要 

構成員 
学長、理事 (教育担当、平和・国際担当、研究担当、社会産学連携・広報・情報担当)、

学部長、自治体関係者、その他学長が必要と認める者若干人 

協議事項 

(1)地域志向型の教育プログラムの企画，立案及び実施に関すること。 

(2)地域志向型の研究プロジェクトの企画，立案及び実施に関すること 

(3)地域志向型の社会貢献活動に関する企画，立案及び実施に関すること。 

(4)地域ニーズの発掘・選定に関すること。 

(5)地域を志向した教育・研究・社会貢献を進めるために必要な啓発活動に関すること。 

(6)点検・評価及び改善に関すること。 

(7)その他目的を達成するために必要な事項に関すること。 

  協議会の実施状況 

年度 回 開催日 場所 議題 

H28 １ 12/12 広島大学東千田

未来創生センター 

○事業実施報告書について（H25〜27年度） 

○会計報告について 

H29 2 

6/1 広島大学東千田

キャンパス 

○平成 28年度事業実施報告について 

○平成 29年度事業実施計画について 

2/28 広島大学東広島

キャンパス 

〇事業実施総括報告について 

〇外部評価結果について 

〇平成 30年度以降の事業の進め方について 

（２）ひろしまイニシアティブ推進センター運営委員会 

本事業の推進組織として、準備期間を経て平成 27年 7月に設置され、11月に第１回の「ひろしまイニシ

アティブ推進センター運営委員会」を開催した。平成 28 年度は 6 回の運営委員会を開催し、文部科学省

中間評価に向けた事業実施状況の確認、補助事業終了後の継続的な事業推進に向けた事業計画（全学

に展開する教育プログラムの構築）等について検討を行った。平成 29年度は、4回の運営委員会を開催し、

本事業の推進を図っている。 

     

          平成 28年度第１回推進協議会         平成 29年度第１回推進協議会 
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（３）ひろしまイニシアティブ推進協議会外部評価委員会 

本委員会は、本事業への取り組みについて第三者の立場から率直な意見と客観的な評価を行うため設

置されたものであり、自治体や地域ＮＰＯ法人代表、学識経験者、地域産業会代表、平和・社会的弱者等

に関する研究者等の 7名の委員によって構成されている。 

平成 28年 8月 23日（火）に、広島大学東千田未来創生センター（広島大学東千田キャンパス）において

第１回の評価委員会を開催し、平成 25〜27年度の実施状況について報告を行い、評価を求めた。 

また、平成 30年 1月 25日（木）には、同じく広島大学東千田未来創生センターにおいて第 2回

の評価委員会を開催し、事業総括となる報告を行い、評価を求めた。 

なお、最終的な事業総括としての総合評価は「Ｂ（評価は、A を最高点として 5 段階で評価いた

だいた。）」評価となっている。 

 

           
  第１回外部評価委員会                    第２回外部評価委員会 
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３．領域毎の実施体制 

（１）ひろしま平和発信領域 

本領域では、広島平和記念資料館との連携のもとに、同資料館を主たるフィールドとして事業を開始し

た。なお、広島平和記念資料館が東広島キャンパスから遠距離に位置し、時間的制約（公共交通機関を

使用して約 1.5 時間）があることを考慮し、近距離に位置する霞キャンパス及び広島平和記念資料館にコ

ーディネーターを配置し、医学部、歯学部、薬学部の学生を対象として本領域のプログラムを開始した。 

平成 28年度には、歯学部が担当となって行われていた広島平和記念資料館との連携体制を見直し、ひ

ろしまイニシアティブ推進センター（社会産学連携室）が中心となって、広島平和記念資料館との連携の下

に事業を展開した。さらに、ＣＯＣ事業を契機とした広島平和記念資料館との連携を組織間の取組として定

着することを目的として、公益財団法人広島平和文化センターと広島大学の包括的連携協力に関する協

定を締結し、継続的な連携体制を確立した。 

 

 

（２）中山間地域･島しょ部対策領域（条件不利地域対策領域） 

本領域は、農学・水産学を専門とする生物生産学部を中心に、「地域を知る」・「地域と関わる」・「地域と

協働する」の 3段階を想定した地域志向型の教育・研究プログラムを展開した。平成 25年度に生物生産学

部の執行部内に担当副学部長を配置し、その責任のもとに教務委員会、教養ゼミ担当者会議等を統括す

るマネージメント体制を整えた。平成 26 年度には、事務局機能を COC 担当教員、コーディネーター、特任

助教が担うこととした。 

１）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なかった。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た。 

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った。

小さな研究室単位で行う活動とは規模が違った。事前・事後学習の充実は、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」である。これまでの経験から、現在の中山間地域・島しょ部に
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は、事前学習を欠いた学生を受け入れる余力はない。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らないのは勿論だが、同時に、事前・事後学習の充実が可能な範

囲内に、参加可能な学生数を絞らなければならない。 

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る。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たこともあり、大きなトラブルはなかった。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ある。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る。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

る。 

２）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る。

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」が統括しているが、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る。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る。平成 27年度より、図のよう体制を作って機能させている。 

また、Ⅳ．社会貢献活動で記載したように円卓フォーラムは、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につながり、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改善の仕組みを整えている。 

 

 

（３）障がい者支援領域 

本領域は、教育学研究科特別支援教育学講座が東広島市と連携して事業を展開してきた。平成 25 年

度は1名、26年度は2名の地域志向教育コーディネーターを配置し、本事業を所掌する部局内委員会（教

育部会）の下に、コーディネーター及び特別支援教育学講座・研究科附属特別支援教育実践センターの

事業担当・担当以外の教員が連携協力して事業の企画・運営などを行ってきた。 

平成 28 年度からは、幅広い視点から社会的マイノリティの問題に取り組んでいるアクセシビリティセンタ

ー、ダイバーシティ研究センター等の協力を得て推進体制を整えた。 

 
  

 中山間地域・島しょ部対策領域の実施体制 
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Ⅵ．事業における数値目標に関する達成状況 

１．教育活動 

（１）数値目標に対する達成状況 

項目 平成 25年度申請時の状況 達成目標 平成２９年度達成状況 

カリキュラム状況 

授業科目を開設し、教養ゼミ

や平和科目などの教養教育

科目をはじめ、各学部の専門

科目において提供（開講）。 

教養ゼミ、平和科目を

活用して、本ＣＯＣ事

業枠として提供する。 

ひろしまイニシアティブ

特別科目群
※
を定着さ

せ、全学部で 50 科目

を開講する。 

【達成】 

教養ゼミ、平和科目を活用して、本

COC 事業枠として提供を行った。

COC に関する教育カリキュラムの確立

（ひろしま平和共生リーダー育成特定

プログラム）により、全学部でひろしま

イニシアティブ関連科目を受講できる

体制を整えた。（上記に類する科目は

58科目） 

シラバスにおい

て地域に関する

学修を行うことを

明記している授

業科目 

54科目／6484科目 

（シラバスにおいて広島地域

でのフィールドワークや広島

地域に関する講義の実施を

明示している授業科目） 

104科目／6534科目 

（25 年度の 54 科目に

加えて本事業において

ひろしまイニシアティブ

特別科目を新たに 50

科目開講） 

【達成】 

112科目／6105科目 

（ひろしまイニシアティブ関連科目 58

科目に加えて、シラバスにおいて地域

に関することを明示している科目を加

えた授業科目数） 

教養ゼミに関す

る学生による授

業評価アンケー

トでの内容満足

度（4点満点） 

3.33点／4点 

（理学部、工学部、歯学部の

データを平均したもの） 

3.6点／4点 

（およそ９割の学生が

満足している状況） 

【達成】 

3.8点／4点 

（COC において教養ゼミを実施した文

学部、生物生産学部、教育学部のア

ンケート状況を平均したもの） 

※ひろしまイニシアティブ特別科目群：ひろしまイニシアティブ関連科目（本 COC 事業において開講を行った科

目、または本事業と関連の深い科目）と同じものを指すこととする。 
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（２）項目毎の達成状況 
１）カリキュラム状況 

ひろしまイニシアティブ関連科目として実施した講義の内訳は以下のとおである。 

種類 概要 科目数 

COC関連科目 

（※平成 29年度 

シラバス記載科目） 

各領域等において、開講を行った COC関連科目数 

（教養ゼミ） 

・文学部教養ゼミ 

・生物生産学部教養ゼミ 

・教育学部教養ゼミ 

（平和科目） 

・ひろしま平和共生リーダー概論 

・ヒロシマ学 

（専門科目） 

・平和情報発信演習Ｉ 

・平和情報発信演習Ⅱ 

・中山間地域・島しょ部連携特別講座 

・中山間地域・島しょ部連携インターンシップ 

・中山間地域・島しょ部フィールドワーク特別演習 

・食料資源論 

・食料社会経済学演習 

・地域農業組織論 

・酪農フィールド科学演習 

・命の尊厳を涵養する食農フィールド科学演習 

・里海フィールド演習 

・有用水産生物を学ぶ総合演習 

17科目 

平和科目 

教養教育のカリキュラムにおいて、全学部生の必修科

目。被爆地「ヒロシマ」に開学し、「自由で平和な一つ

大学」を見学の精神として掲げる広島大学の個性であ

り、ヒロシマにある本学の使命として開講。 

28科目 

「ひろしま平和共生リーダー

育成特定プログラム」に含ま

れている科目 

学部生を対象に、『全ての人々が「共生」できる社会の

実現のために「地域」で活躍できる人材（ひろしま平和

共生リーダー）』を育成する教育プログラム。 

32科目 

合計科目数 

58科目 

（重複科目等を 

除いた合計数） 

 

上述①教養ゼミ②平和科目に加えて、専門科目の展開も行っている。特に中山間・島しょ部対策領域におい

ては、既存科目の全学展開に留まらず「中山間地域・島しょ部連携特別講座」「中山間地域・島しょ部連携インタ

ーンシップ」「中山間地域・島しょ部フィールドワーク特別演習」を新たに開講し、全学部学生を対象とした積極的

な地域志向教育科目の展開を行った。最終年度には、各領域の内容を包括し、本学として体系的な地域志向

教育を行うことができる講義集合プログラム「特定プログラム：ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラム」を

確立し、全学部の学生が地域志向教育を学ぶ体制を整えることができた。これらの成果のとおり、カリキュラム状

況については、目標を十分に達成することができた。 

 次年度以降についても「特定プログラム：ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラム」を中心に地域志向

教育を学ぶ意思のある全学生に学習できるプログラムの継続を行っていく。 
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２）シラバスにおいて地域に関する学修を行うことを明記している授業科目 

内訳は以下のとおりである。 

種類 概要 科目数 

平成 25年度申請時の科目 
シラバスにおいて地域に関する学修を行うことを明記して

いる授業科目 

47科目 

（一部閉講） 

COC関連科目 各領域等において、開講している COC関連科目数 17科目 

平和科目 

教養教育のカリキュラムにおいて、全学部生の必修科

目。被爆地「ヒロシマ」に開学し、「自由で平和な一つ大

学」を見学の精神として掲げる広島大学の個性であり、ヒ

ロシマにある本学の使命として開講。 

28科目 

「ひろしま平和共生リーダー

育成特定プログラム」に含ま

れている科目 

学部生を対象に、『全ての人々が「共生」できる社会の実

現のために「地域」で活躍できる人材（ひろしま平和共生

リーダー）』を育成する教育プログラム。 

32科目 

その他、シラバスに地域に

関する学習を行うことを明記

している科目 

平成 29年 12月時点でシラバスにおいて地域に関する学

修を行うことを明記しているその他の授業科目 
24科目 

合計科目数 

112科目 

（重複科目等を 

除いた合計数） 

上記のとおり、COC事業での活動に留まらず、大学の中でも「地域」をテーマとして取り上げている科目は、事

業開始当初よりもさらに開講されており、大学全体としても地域志向教育の拡がりが見受けられ、目標を十分に

達成することができた。 

 

３）教養ゼミに関する学生による授業評価アンケートでの内容満足度（4点満点） 

平成２９年度において、教養ゼミでCOC事業での教育プログラムの提供を行った3学部のアンケートの結果を

集計した（3.8点/４点）。 

満足度以外にも「問題解決能力の高まり」「協働能力の高まり」を 9 割以上の学生が実感し、「多様性について

深く考えることができた」「地域を一つの共生社会と捉えることの重要性に気づいた」等の自由記述回答もあり、

学部 1 年生に開講を行う教養ゼミにおいても地域志向教育の実践を行うことの有意性が見受けられ、目標を十

分に達成することができた。 
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２．研究活動 

（１）数値目標に対する達成状況 

 平成 25年度 
平成 29年度達成

目標 
平成 29年度達成状況 

地域自治体との共同研究等の件数 37件 110件 

83件 

（※広島地域にあるその他公益法人等

との共同研究等の件数を含む） 

広島地域の企業との共同研究件数 127件 250件 

206件 

（※広島地域の企業との受託研究、 

学術指導、技術相談件数を含む） 

地域課題解決のための「地域連携

推進事業」（本事業で「地域志向教

育研究推進事業」に再編予定）の

件数 

5件 20件 4件 

地域貢献共同研究事業（本事業で

新たに開始）により共同研究に移行

したプロジェクト数 

0件 12件 

5件 

（※地域連携推進事業等において、 

外部資金獲得に至ったプロジェクト 

及び学会発表行ったプロジェクトを

含む） 

（２）項目毎の達成状況 

1）地域自治体との共同研究等の件数 

地域自治体等との共同研究等件数は事業開始年度より 2 倍近く増加しており、成果を示している。また、中山

間地域・島しょ部対策領域における井仁地域での活動を通じた地域活性化支援プログラムでは、学生が主体と

なった地域課題解決のための調査研究から、平成 29 年度に井仁棚田周辺地域活性化協議会との受託事業と

して、井仁地域活性化支援活動における外部資金獲得にもつながりを見せている。 

2）広島地域の企業との共同研究件数 

 広島地域の企業との共同研究件数は事業開始年度より、増加傾向にあり、また、受託事業、技術相談（民間機関

等からの技術相談を積極的に受け付け、専任スタッフや産学官連携コーディネーターが解決のために支援を行う

もの）、学術指導（教員が教育、研究及び技術上の専門的知識に基づく指導助言により、依頼者の業務又は活動

を支援するもの）において、広島地域企業を対象としたものも多く存在し、大学として地域にある企業との連携にお

いて、成果を示している。 

3）地域課題解決のための「地域連携推進事業」（本事業で「地域指教育研究推進事業」に再編予定）の件数 

事業期間中に補助額の大幅減額が要因となり、地域志向教育研究推進事業への再編がかなわず、学内の

資金を用い、既存の地域連携推進事業を継続するに留まっている。 

しかし、各領域においては、地域連携推進事業に留まらず地域と協同する研究活動を積極的に行っており、

地域志向教育から卒業論文の研究テーマに地域課題があがる等、教育と研究が一体となって進んでいる部分

も見受けられ、目標のベクトルは違うが、事業での成果が表れている。 

4）地域貢献共同研究事業（本事業で新たに開始）により共同研究に移行したプロジェクト数 

地域連携推進事業においては、学術的成果から学会発表へとつながった、科研費の取得につながった事業

も出てきており、本 COC 事業の後継事業である「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」に採択

されている広島市立大学の協同研究事業に、平成 27年度の地域連携推進事業が発展する等、拡がりが見受け

られる。 

また、障がい者支援領域における事業では、共同研究という出口ではないが、地域志向教育研究事業の内

容が東広島市と協力して行っている事業である「のびのびくらぶ」に発展する等、共同研究や学術的な成果に留

まらず、事業の展開が行われている。 
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３．社会貢献活動 

（１）数値目標に対する達成状況 

 平成 25年度 達成目標 平成 29年度達成状況 

地域課題解決のための「地域

連携推進事業」（本事業で「地

域指教育研究推進事業」に再

編予定）の成果報告会参加者 

30名程度 1,000名 

【※達成】 

3,789名 

（※広島地域をテーマとしたワークショップ、 

公開講座の参加者を含む） 

広島地域をテーマとしたワーク

ショップ、公開講座の開催数 
7回 30回 

【達成】 

78回 

 

（２）項目毎の達成状況 

1）地域課題解決のための「地域連携推進事業」（本事業で「地域指教育研究推進事業」に再編予定）の成果報告

会参加者 

上述のとおり、補助額の減額より、地域志向教育研究推進事業への再編がかなわず、既存の地域連携推進

事業における成果報告会を行うに留まっているが、COC 事業においては地域をテーマとした様々なワークショッ

プや公開講座等を行っており、その参加者は単年度でも 3,000人を超える学生、教職員、地域の方々が携わり、

社会貢献活動としては地域と協同する大きな役割を果たすことができた。 

 

2）広島地域をテーマとしたワークショップ、公開講座の開催数 

内訳は以下のとおりである。 

開催 日程 内容 開催数 参加者 

ひろしまイニ

シアティブ推

進センター、 

学内のその他 

2/28 COC総括シンポジウム 1 60 

10/28 
呉地域で開催する広島大学公開講座 

（呉市オープンカレッジネットワーク） 
1 17 

12/15 HIRAKU 第 2回課題提案型ワークショップ 1 44 

ひろしま平和 

発信領域 

7/30～8/6 第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展（世田谷会場） 1 710 

7/30～8/6 
第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展（サテライト会場

CLiP HIROSHIMA） 
1 90 

8/6 
第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展（広島とうろう流し

継ぐ展ブース） 
1 300 

中山間地域・

島しょ部対策

領域 

5/9 
瀬戸内海島嶼の地域振興・ツ－リズムについて大崎下

島大長とワークショップ 
1 30 

5/10 
瀬戸内海島嶼の地域振興・ツ－リズムについて大三島

とワークショップ 
1 30 

5/11 
瀬戸内海島嶼の地域振興・ツ－リズムについて大崎上

島とワークショップ 
1 30 

5/15 
ため池水管理と農業について吉川水利組合とワークシ

ョップ 
1 20 

6/12 志和地域の営農について地元とワークショップ 1 20 

6/26 
企業の地域振興への取組について（株）サタケとワーク

ショップ 
1 20 

7/3 
東広島市豊栄プロジェクトについて、サタケ＆佐竹鉄工

所とワークショップ 
1 30 
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7/25 
新規就農者交流について東広島市就農者・東広島市

役所とワークショップ 
1 60 

7/26 
集落法人について東広島市集落法人・東広島市役所と

ワークショップ 
1 60 

8/2 
認定農業者について東広島市認定農業者・東広島市

役所とワークショップ 
1 60 

9/16 井仁特産品開発ワークショップ 1 20 

9/22 世羅ショコラミルによる地域振興ワークショップ 1 20 

11/5 
大学祭・ホームカミングデーにおいて世羅特産品とチョ

コレートについてコラボワークショップ 
1 200 

12/20 
新規就農者のための農業経営について JA広島中央会

とワークショップ 
1 50 

12/7 円卓フォーラム 1 170 

10/11 特別講座・川づくり、川根の地域づくり 1 

574 

10/18 特別講座・農村女性フォーラム 1 

10/25 特別講座・食品メーカーとして 1 

11/8 特別講座・赤紫蘇のこだわりと地域産業の活性化 1 

11/15 特別講座・地域とともにあり続ける 1 

11/22 特別講座・畜産経営と 6次産業化等への取組み 1 

11/29 特別講座・里山リーダーをつくる 広島県の挑戦 1 

7/19、7/26 地域体験学習発表会（発表と提案） 2 260 

11/10、3/16 JGAP勉強会 2 155 

障がい者支援 

領域 

11/5 ホームカミングデー「共にまなぶ・はたらく・くらすⅢ」 1 186 

5/11～3/15 あい塾 27 277 

4/11～3/27 うじラボ教室 9 60 

8/25～ 発達障害 ICT活用研修会 2 71 

10/4 広島自閉症協会と連携した ICT活用研修会 1 21 

2/13、2/19 
広島県立身体障害者更生相談所と連携した ICT 活用

研修会 
1 50 

2/23 
広島市こども未来局こども・家庭支援課と連携した ICT

活用研修会 
2 51 

9/21～3/28 
自閉症の子供を対象にしたワークショップ 

（「ドリーム・ブライトキッズ」との連携） 
3 43 

合計 38事業 77回 3,789人 

 

 各領域においてもそれぞれの専門領域と関連の深い、公開講座・ワークショップ等を行っている。また、大学の中で

も「呉地域で開催する広島大学公開講座」「HIRAKU（科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業）における課

題提案型ワークショップ」等を行っており、本事業での成果、大学での教育・研究の内容を広く地域貢献を行う活動に

取り組んでおり、平成 29年度は目標を達成することができた。 

今後も引き続き公開講座・ワークショップ等を行い、地域との協同、また、地方大学として地域貢献を行う役割を積

極的に担っていく。 
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まとめ 

１．ひろしま平和発信領域 

本領域では、「ひろしまイニシアティブ」の基礎である『平和』を広島の地でを考えることの意味について伝

える取り組みを、広島平和記念資料館との連携により展開してきた。学生達は、資料館の見学や被爆者の証

言等を聞くことで平和について具体的に学ぶとともに、被爆証言ビデオのデジタル化などの実習体験を通じ

て被爆体験の継承を課題とする資料館の活動に貢献することができた。この取り組みを通して広島大学と広

島平和文化センター（広島平和記念資料館）との包括的連携協定が締結され、両者の組織的・継続的な連

携につなげることができた。さらに、新たに開講する「ひろしま平和共生リーダー特定プログラム」において、学

内の「平和」をテーマとする講義の受講と広島平和記念資料館での実習を通じて「平和」について体系的に

学ぶしくみを構築することができた。 

平成30年度以降も、広島平和記念資料館との密接な連携により、地域の視点から平和共存社会の実現に

貢献する人材育成にとりくんでいきたい。 

 

２．中山間地域・島しょ部対策領域 

（1）地域志向型教育のノウハウ 

中山間地域・島しょ部対策領域の活動は現在も進行途上だが、地域志向型教育のノウハウを蓄積しつつ

ある。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る。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

る。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らなくなっている。 

   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る。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ない。教員数が減るなかで、体験学習やインターンシップなどを維持するのは容

易ではない。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

ていない。 

 

（2）学生に共有、移転される体験と知識 

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ある。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だったが、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った。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ある。 

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学生の協力がある。 
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（3）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

みられた。地域によっては、COC の活動と似通った内容の事業を実施している。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る。内容的に重複する

ものがある場合、地域と大学が調整して共同して運営していくと双方にメリットのあるものになる。 

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

むことが期待される。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る。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る。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る。 

 

（4）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ある。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

とを目的にしている。4 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

あがった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ある。持続的に運営していくには、地域との深い連携が求められる。円卓フォーラムは、その関係構築の場に

なった。また、市町・地域から様々なご意見とご批判をいただいたので、実質的な外部評価の場にもなった。

貴重な場を設けることができたと評価している。 

 

   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

事例がある。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あげることができた。 

 

 

  地域と大学が目指す人材育成 
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３．障がい者支援領域 

本領域では、地域の中で共に生きる障がい者の存在を意識し、彼らが直面する課題やその解決に向けた

手立て等を探求できる人材を育成することを目的として、各活動（教養ゼミ、特別支援教育サポーター、職場

体験学習ボランティア、のびのびくらぶ、ホームカミングデー）を展開してきた。 

5年間にわたる各活動を通じて、のべ 1,400名を超える学生たちが、「障がい」をより身近なものとして捉える

ようになり、「相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合う」という共生社会形

成の基礎となる考え方にふれることができた。また、学外連携機関の関係者や活動に参加した市民からは、

各活動がもたらした社会的・教育的効果について肯定的な評価を得ることができた。したがって、本領域で展

開してきた各活動は、学生教育と地域貢献の両面において成果をあげたといえるであろうし、「地域コミュニテ

ィの中核的存在としての大学の機能強化を図る」という本事業の目標を概ね達成したといえる。 

平成 28年度以降は、本領域の対象を様々な障がいや社会的マイノリティへと拡大することとし、学内の関

係機関（アクセシビリティセンター、ダイバーシティ研究センター）の協力を得て、「共生」をキーワードに「全て

の人々が共生できる社会の実現のために地域で活躍できる人材：ひろしま平和共生リーダー」の育成を目指

してきた。平成 30年度以降は、本領域の中核的存在であった地域志向コーディネーターが不在となるため、

現存のスタッフで運営可能となるよう活動内容を精査しつつ、それらを全学の学生に向けた特定プログラムの

中の「ソーシャル・インクルージョン」領域の活動として位置づけていくとともに、本領域の活動に参加した学生

たちが、将来的に共生社会形成の一翼を担う人材となるよう質の高い教育プログラムを提供していきたい。 
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おわりに 

以上、広島大学における「地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」について紹介してきた。５年間の取り

組みの中では、本事業の目標として設定した「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ」を広島大学とし

てどのように具体化し、地域社会の期待に応えていくかかが重要なテーマとなった。そのため、地域との連携

により設定した３領域において特色ある教育・研究・社会貢献活動を展開しつつ、広島大学として将来に向け

て定着できるプログラムの構築を目指してきた。その結果、５年間の補助事業期間を終えるに当たって、成果

を残すことができたと考えている。 

その１つは、本学の基本理念である「平和を希求する精神」に立脚し、様々な状況の地域で、様々な立場

の人々が「共生」できる社会の実現に貢献できる人材「ひろしま平和共生リーダー」を育成するプログラムを立

ち上げたことである。「平和科目」、「特定プログラム」として立ち上げたプログラムは、様々な専門分野の学生

が幅広い視点から「ひろしま平和共生リーダー」について体系的に学ぶことができるものである。今後の実践

の中で、内容を深化させていくことが期待される。併せて、本学の新長期ビジョン「SPLENDOR （Sustainable 

Peace Leader Enhancement by Nurturing Development of Research） Plan 2017」において掲げられている「平

和実現の責務」を果たしていく上での役割が期待される。 

２つ目は、学部教育プログラムの中に地域志向の学修プログラムを組み入れるしくみが構築されたことであ

る。これは、特に中山間地域・島しょ部対策領域での精力的な取り組みの中で実現されたものであり、全学の

学生に開かれたカリキュラムとして展開されている。これらは、本事業で立ち上げたプログラムを全学的に展

開していくに当たってのモデルとして期待される。 

平成 30 年度以降は、以上の成果を活かしながら、地域社会との更なる連携のもとに「ひろしまイニシアティ

ブ」の目指す人材育成に取り組んでいく方針である。 
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【資料】 
 

外部評価委員会コメント対する対応状況 

及び 

事業総括としての外部評価結果 
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外部評価委員会コメントに対する対応状況 

１．平成 28年度の外部評価委員会のコメント 

 

実施日 平成 28年 8月 23日 

出席者 広島国際大学 焼廣 益秀 学長 

      三次市政策部 藤井 啓介 部長（代理 松本隆志 係長） 

      大崎上島町食文化海藻塾 道林 清隆 塾長 

      特定非営利活動法人広島自閉症協会 小野塚 剛 理事長 

      中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター 宮崎 智三 編集部長 

      マツダ（株）R&D技術管理本部 仁井内 進 本部長 

 

【主要な評価事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主要な指摘事項（課題）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．外部評価委員会コメントに対する対応状況について 

 後述の日本学術振興会中間評価も含め、各領域だけでなく、大学として本事業の成果として何を残すべ

きかそのビジョンを再確認し、平成 28・29年度事業を行ってきた。その成果として、平和科目「ひろしま平和

共生リーダー概論」及び特定プログラム「ひろしま平和共生リーダー育成プログラム」を確立することができ

た。 

 各領域においては、これまで以上に事業の中で地域と協働し、教育・研究・社会貢献活動を行ってきた。

詳細については本文でご確認いただきたい。特に中山間地域・島しょ部対策領域においては、その活動

内容の全学への展開、教育カリキュラムの確立と特段の成果をあげている。障がい者支援領域においては、

全学への展開を図るべく、「ソーシャル・インクルージョン」をキーワードに領域におけるビジョンの再定義と

活動の展開を行った。懸念であったひろしま平和発信領域についても昨年 12月に広島平和文化センター

（広島平和記念資料館）との包括連携協定を締結し、連携基盤の確立を行った。 

  

・「現場」を肌で感じ，「リアル」を体験するための取組は大学，受け入れ側にとって手間とエネルギーを必要と

するが，大切な取組であると考えるので，大学側と受け入れ側とのプログラムの共有の深化と改善を進めて

欲しい。 

・学際的（分野横断的）取組みに至らず、総合大学としての強みを生かし切れていない点が残念。３分野の

連携・シナジーという視点が見られず、COC 事業としての総合力がまだ発揮できていないように見える。既

存価値の再生産に留まり、新しい価値創造をあまり感じない。 

・研究や社会貢献活動については、COC 事業により、何がどのように変わったかが、明確に示されると評価

が行いやすい。 

・課題解決型は少し古い。課題が存在する本質的環境因子、要因を突き詰め、掲げるビッジョン（理想）を達

成に向けての施策活動、研究活動強化が必要。 

・地域との恊働活動が、大学（学生）が知る・理解するという面に偏っている印象があるが、「発信」という側面

でも地域との恊働を広めていくことが有効。 

・目的・目標を明確にして進めるべきと思う。全体として、また領域等毎に、何を目指すか、もう少し明確になる

といい。 

・平和の領域では、各学部の教授ら人的パワーやノウハウをうまく生かせるように、事務局機能を早く確立さ

せる必要がある。 

・総合大学であるため、全学的な推進体制づくりの困難さが伺えるが、３年間の各領域での取り組みは、当初

計画に沿って実施されており、その成果が認められる。 

・それぞれの分野において、積極的に現場・フィールドに出て、そこに則した活動を着実に積み上げている

点、地域の関係機関・団体・個人と深く連携・協働し活動している点は高く評価できる。 

・教育活動がボランティアにつながっているものもあり、評価できる。 

・三つの領域とも、それぞれに克服すべき課題はあるが、教育や社会貢献の面で具体的な成果が出始

めている。 
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事業総括としての外部評価結果 

１．事業総括としての外部評価委員会の評価及び講評 

 

実施日 平成 30年 1月 25日 

出席者 広島国際大学 焼廣 益秀 学長（外部評価委員会委員長） 

      マツダ株式会社 R&D 技術管理本部 前田 剛享 部長 

      株式会社中国新聞社編集局論説委員室 宮﨑 智三 副主幹 

      大崎上島町食文化海藻塾 道林 清隆 塾長 

      特定非営利活動法人広島自閉症協会 小野塚 剛 理事長 

      三次市役所政策部 中村 好宏 部長 

      東広島市教育委員会 学校教育部 鷹橋 忠文 指導主事 

 

 

平成 29年度ひろしまイニシアティブ推進協議会外部評価結果 
（大学 COC事業における事業総括としての外部評価結果） 

総合評価：Ｂ（評価は、Aを最高点として 5段階で評価いただいた。） 

 

ひろしまイニシアティブ推進協議会 外部評価委員会 委員長講評 
 

地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）は，本年度で 5 年間の事業期間を終えるが、本事業においてスタ

ートした各プログラムを今後どう継続していくかが重要な課題となる。 

地域志向教育研究において，多様な考え方を修得するためには，課題に対し、様々なアプローチを持つこと

が非常に重要になっていくと思われる。好事例として，教育プログラムの中で，専門的な地域調査・体験の成果

を持った大学院生，TA が学部生をサポートすることで継続性が生み出されていることを報告いただいた。ここか

らさらに様々な専門性を持った大学院生レベルでの対話まで発展していければ，優れた教育プログラムになる

のではないか。 

貴学は，スーパーグローバル大学創成支援事業（トップ型）に採択されており，世界のトップ 100の総合大学

を目指されており，国際社会においては，国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」において，「平和と公正をす

べての人に」，「住み続けられるまちづくりを」といったことが目標として掲げられているが，本事業においてもこれ

らと目指すべきビジョンは関連しており，グローバル，あるいは国際性というアプローチでも本事業でのプログラ

ムをうまく発展していっていただくことを期待する。 

 

 

 

平成 30年 2月 13日 

ひろしまイニシアティブ推進協議会外部評価委員会委員長 
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【資料】 
 

領域別の成果指標と活動実績 
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１．COC成果指標と活動実績（ひろしま平和発信領域） 
領域 URL  http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/heiwahasshin/ 

 
 

 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/heiwahasshin/
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２．COC成果指標と活動実績（中山間地域・島しょ部対策領域） 
領域 URL http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/ 

 
 

  

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/
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３．COC成果指標と活動実績（障がい者支援領域 
領域 URL http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/syougaishien/ 

 
 
  

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