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１．取組の趣旨・目的  

 
	 本事業は，世界でも有数の生産力を有する瀬戸内海という里海フィールドを教育の場とした全

国共同利用拠点を形成し，広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研

究センター竹原ステーション（水産実験所）（以下，竹原ステーションという）の教育施設・設備

を全国の国公私立大学の教育課程上の演習・実習等に積極的に提供する。あわせて，「里海」とし

ての瀬戸内海の水圏環境，生物多様性と生物生産のメカニズム，水産資源の持続的利用に関する

フィールド教育への一層の貢献を目標とする。 
	 瀬戸内海には人間の社会的営みと環境保全のバランス問題を考える上での極めて優れたフィー

ルドが多く存在する。この地の利を活かしたフィールド教育を本事業で余すことなく展開できる

であろう。これまで実施してきた単位互換を伴う演習のアンケート調査などによって，多くの他

大学受講生が一同に会して実習，演習を行うことにより学習意欲を明らかに高められることが実

証されている。行き届いた支援体制のもとで，本事業を実施することにより，多くの他大学学生

に多様で充実した教育を提供できることが期待される。 
	 また，本学も含めた複数の大学の学生が演習等に参加することで，学生間の交流によるコミュ

ニケーション力の練磨，さらにはグループ単位での実習，演習を通じて１人ひとりの学生のチー

ムワークやリーダーシップ力の向上を図ることができると期待している。 
 



 

2 

  

２．拠点の認定理由  

 
	 広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター竹原ステーシ

ョン（水産実験所）は，平成２４年７月３１日付け２４文科高第４０３号により，学校教育法施

行規則第１４３条の２に基づき，「教育関係共同利用拠点」に認定されたものである。 
	 教育関係共同利用拠点名は「瀬戸内海における里海学フィールド教育拠点」，認定の有効期間は

「平成２４年７月３１日～平成２９年３月３１日」である。 
	 認定された理由は，「教育関係共同利用拠点の認定等に関する規定（平成２１年８月２０日文部

科学省告示第１５５号）」第２条に規定されている次の認定基準を満たすものとして認定された。

（別紙参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程（抜粋）】	 

 
（認定の基準） 
第2条	 規則第143条の2第2項に規定する教育関係共同利用拠点（以下「拠点」という。）の認定の基
準は次のとおりとする。 
	 (1)	 学生に対する教育，学生の修学等の支援，教育内容及び方法の改善その他大学における教育に

係る機能を有する施設であって，大学教育の充実に特に資すると認められるものであること。 
	 	 (2)	 拠点の認定を受けようとする施設（以下「申請施設」という。）が，他の大学の利用に供する

ものとして大学の学則その他これに準ずるものに記載されていること。 
	 	 (3)	 申請施設の運営について権限を有する者の諮問に応じ，共同利用の実施に関する重要事項につ

いて審議する機関として，次に掲げる委員で組織する委員会（この条及び次条において「運営委

員会」という。）を置き，イの委員の数が運営委員会の委員の総数の2分の1以下であること。 
	 	 	 イ	 当該申請施設の職員 
	 	 	 ロ	 当該共同利用に係る事項に関し学識経験を有する者 
	 	 	 ハ	 その他申請施設の運営について権限を有する者が必要と認める者 
	 	 (4)	 申請施設を利用する大学を広く募集するものであること。 
	 	 (5)	 申請施設の種類等に応じ，共同利用に必要な設備及び資料等を備えていること。 
	 	 (6)	 申請施設を利用する大学に対し，申請施設の利用に関する技術的支援，必要な情報の提供その

他の支援を行うための必要な体制を備えていること。 
	 	 (7)	 申請施設の利用の方法及び条件，利用可能な設備及び資料等の状況，申請施設における教育の

成果その他の共同利用に関する情報の提供を広く行うものであること。 
	 	 (8)	 申請施設の種類等に応じ相当数の大学の利用が見込まれること。 
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３．取組計画 
 
本事業は以下の取組を実施する。 
１）共同利用へ応募された利用申込の採択可否についてはフィールドセンターの教育共同利用推

進小委員会で選抜した後，学外の有識者も含む連携協議会で決定する。連携協議会は事業の客観

的評価，点検にも関わる。また，フィールドセンターフォーラムを定期的に開催し，事業実施内

容や関連分野の公開を行う。 

２）３科目６単位の演習科目を他大学の学部生に提供する。 

３）他大学が竹原ステーションを利用して実施する授業及び卒業論文，修士論文，博士論文のた

めの研究活動を積極的に支援する。また，共同利用を促進するための利用案内の送付，HPへの掲
示，メーリングリストへの通知などの広報活動を推進する。 

４）共同利用拠点としてふさわしい教育設備・施設・機材，実習環境を整備，充実していく。 

５）共同利用機能強化のために新たに任期付教員（特任助教），契約技能員，ティーチングアシス

タントを雇用する。 

６）年度ごとに事業内容を点検し，改善点を洗い出すとともに，新規に展開できる事業を開発す

る。 
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４．実施体制 

 
竹原ステーションには，広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究

センターの４部門の１つである「海域生物圏部門」に所属する専任教員３名（教授、准教授、助

教）、兼担教員７名、任期付職員（特任助教）１名、技術職員２名（内，常勤１名）が配置されて

いる。共同利用拠点の実施責任者はセンター長，副センター長である。また，竹原ステーション

の運営管理及び教育研究は，上記の専任教職員が担当して実施し，組織体制に従った責任体制の

もとに運営されている。事業計画・予算は，専任教員およびフィールドセンター内外の教員など

で構成される教育共同利用推進小委員会において審議された上，運営協議会で決定される。履修

手続き，単位認定に関する事務手続きは生物圏科学研究科支援室が担う。任期付職員（特任助教）

は、本事業の演習及び他大学が竹原ステーションにおいて実施する授業等の諸教育活動，特にシ

ラバス作成，他大学との連絡，教材開発，広報活動の充実等のサポートを行う。 
 
 

【参考】  

（教職員の体制）（平成２７年度予定） 
教	 	 職	 	 員 人	 	 	 数 

専任教員 	 ３名 
兼担教員（海域部門） 	 ７名 
技術職員 	 ２名（内，常勤１名） 
共同利用・教育拠点教育コーディネート担当助教 	 １名 

	 

（他大学向け授業の実施体制） 
役	 	 	 	 割 担	 	 	 	 当 

実施責任者 センター長，副センター長 
授業の企画立案 専任教員 
実施者 専任教員，兼担教員，技術職員 
履修・単位関係事務 生物圏科学研究科支援室（学生支援グループ） 
拠点コーディネート コーディネート担当助教 
教育共同利用の運営 教育共同利用推進小委員会 
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１．「臨海資源科学演習」  

（１）   シラバス  

授業科目名 （日本語）臨海資源科学演習 
（英語）Practice and Field Work in Fisheries Science 

担当教員名 大塚  攻 坂井陽一 小路	 淳 冨山	 毅 加藤亜記 浦田	 慎 
所 属 大 学 広島大学 広島大学 広島大学 広島大学 広島大学 広島大学 

電話番号 0846-22-2362 082-424-7975 0846-22-2661 082-424-7941 0846-24-6781 0846-24-6780 

E-mail 
(@hiroshima-u.ac.jp) 

ohtsuka sakai41 jshoji tomiyama 
 

katoa urata 

授業形式 演習 

単位 ２単位 

開設期 平成 26年 8月 8日(金)～8月 12日(火)  4泊 5日 

開講場所 広島大学生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター竹原ステーシ

ョン 

キーワード プランクトン、底生生物、魚類、食物連鎖、生態、形態、分類 

授業目標 瀬戸内海に生息する代表的なプランクトン、底生生物、魚類及び共生生物の種多様性、

形態、分類、発生、行動、生態を深く学習することにより、内海生態系の特性を理解

し、知識を応用展開できる能力を身につける。 

授業内容・ 
計 画 等 

瀬戸内海中央部において、プランクトン、底生生物（無脊椎動物、海藻類）、魚類、

共生生物の様々な採集方法（小型船舶も使用する）及び個体識別、同定、標本処理な

どの技術を学んだ上で、それらの形態、分類、発生、行動、生態に関するデータの取

り方、解析、解釈の技能、知識を培う。 
 1日目(8/8) 2日目(8/9) 3日目(8/10) 4日目(8/11) 5日目(8/12) 

午前 
0900-1200 

 実習：藻場の

魚類の生態 I 
実習：共生生

物の観察 
実習・講義：海

藻の分類と生

態 II 

発表会 

掃除 

午後 
1300-1700 
(初日のみ
1400開始) 

受講生到着(1330) 
実習：プランクト

ン採集・観察 

実習：藻場の

魚類の生態 II 
実習：生野島

フィールドワ

ーク 

実習：魚類の行

動観察 
課 題 提 出	 

修了式 

 

夜 
1900-2000 
 
 

講義 :プランクト
ンの分類と生態 I 

講義：藻場の

魚類の生態 
実習・講義: 
海藻の分類と

生態 I 
 

講義・実習: 
魚類の資源生

物学的分析 

夜 
2030-2130 

講義：プランクト

ンの分類と生態 II 
実習：磯生物

の同定 
 

成績評価 受講態度・理解度 60点，発表 40点で評価します。 

参考書等 大森信・池田勉 (1976)、動物プランクトン生態研究法、共立出版；千原光雄・村野正
昭編著 (1997)、日本産海洋プランクトン検索図説、東海大学出版会；長澤和也編著 
(2004)、フィールドの寄生虫学、東海大学出版会；桑村哲生・中嶋康裕編 (1996,1997)、
魚類の繁殖戦略１・２、海游舎； 中園明信編 (2003)、水産動物の性と行動生態、恒星社
厚生閣； 岩井保著(1991)、魚学概論第二版、恒星社厚生閣；日本水産学会監修 (2011)、
浅海域の生態系サービス・海の恵みと持続的利用（水産学シリーズ 169）、恒星社厚生閣；
岩槻邦男・馬渡峻輔監修、千原光雄編 (1999)、藻類の多様性と系統、裳華房；有賀祐
勝ほか編 (2000)、藻類学実験・実習、講談社サイエンティフィック；今村健太郎 
(2008)、芸南の海藻、(財)蘭島文化振興財団  

メッセージ この実習を通して瀬戸内海の主要水産生物の種多様性、生態的特性を理解することが

できるでしょう。学習した技能、知識を様々な水圏生態系へ応用展開ができる能力を

身につけることができるでしょう。広島大学生物生産学部水産生物科学コース３年生

と他大学の学生がともに学習することでお互いの切磋琢磨を期待しています。 
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履修上の注意 ●受講人数：１０名程度 

● 受講経費：1万円（派遣大学が負担） 

● 実費：１万円（学生負担分；授業期間中の食事費等を含む）を現地で徴収します。ま

た，開催場所への旅費は自己負担です。 

● 履修の辞退について：辞退は原則できません。やむを得ず辞退する場合にはキャンセ

ル料を頂きます。 

キャンセル料：演習開始日から起算して５日前以降および実施期間中のキャンセルに

ついては参加費一部(３千円)を払っていただきます。 

キャンセル料の支払い方法：下記の連絡先に連絡した後，現金書留にて連絡先まで支 

払いをしてください。 

●傷害保険：事前に学生教育研究災害傷害保険（財団法人日本国際教育支援協会） 

	  に加入しておいてください。この事に関する質問等については下記の問合先まで連	  

	  絡してください。 

●集合日時： 8月 8日（金）13:30- 

● 集合場所、解散場所：広島大学生物圏科学研究科竹原ステーション 

	 	 	 	 	 	 〒725-0024 広島県竹原市港町 5-8-1 

	 	 	 	 	 	 ホームページ http://home.hiroshima-u.ac.jp/fishlab/ 

＊宿泊地および解散場所は竹原ステーションです。 

＊竹原ステーションから徒歩圏内（約 10分）にコンビニエンスストアがあります．食

事に関しては、朝食、夕食は本学学生とともに準備・調理、昼食は弁当を用意します。 

＊ 終日の修了式の後（14：00ごろ）に解散。バスにて JR竹原駅、JR東広島駅、JR

西条駅、JR広島駅、広島バスセンター等（受講者数、構成によって変更になる場合が

あります）まで送ります。 

＊遠方からの参加など特別な事情により，往復路（竹原ステーションから）のアクセ

スを確保できない場合は連絡先へ問い合わせてください。 

●各自持参するもの 

医療保険証，船酔止薬，水着，作業着（長袖，長ズボン，帽子），デジタルカメラ（可

能なら各自で持参），水に濡れても構わない運動靴など（足がすっぽり守られるものが

望ましい：ダイビングブーツでも可），筆記用具，洗面具，タオル，身の回り品等 

＊	 ショートパンツ,ランニングシャツ，サンダル，スリッパ等では作業できません。 

● 注意事項：天候によっては日程の大幅な変更もありうることを了解ください。 

● やむなく欠席する場合は，１週間前までに所属大学学生係及び下記連絡先まで申し出	 	  

	 て下さい。直前にやむなく欠席・遅刻する場合も，必ず下記の連絡先まで連絡して下	 	 	 	  

	 さい。 

●問合先：広島大学大学院生物圏科学研究科運営支援グループ（総務・財務） 

	  〒739-8528東広島市鏡山 1-4-4	  TEL 084-424-4376	 FAX 082-424-2459 

● 連絡先：広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究セン

ター竹原ステーション（水産実験所） 

〒725-0024広島県竹原市港町 5-8-1	 TEL 0846-24-6780	 FAX 0846-23-0038 

担当教員：(教授	 大塚	 攻) ohtsuka@hiroshima-u.ac.jp 

   (技術職員	 岩崎	 貞治) siwasaki@hiroshima-u.ac.jp 	 
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（２）   受講者・参加大学  

臨海資源科学演習（８月８日（金）～８月１２日（火）） 

受講者名簿（※他大学生：男７名，女４名 計１１名は大型台風接近のため受講中止）  

No 大学名 所属 学年 性別 
 

1 山口大学 農学部 生物資源環境学科 2 男 ※ 

2 山口大学 農学部 生物機能科学科 3 男 ※ 

3 山口大学 農学部 生物機能科学科 3 男 ※ 

4 鳥取大学 農学部 生物資源環境学科 1 男 ※ 

5 香川大学 農学部 応用生物科学科 2 女 ※ 

6 香川大学 農学部 応用生物科学科 1 男 ※ 

7 香川大学 農学部 応用生物科学科 2 女 ※ 

8 高知大学 農学科 1 女 ※ 

9 愛媛大学 生物資源学科 1 女 ※ 

10 愛媛大学 生物資源学科 1 男 ※ 

11 愛媛大学 生物資源学科 1 男 ※ 

12 広島大学 生物生産学部 3 男 
 

13 広島大学 生物生産学部 3 女 
 

14 広島大学 生物生産学部 3 男 
 

15 広島大学 生物生産学部 3 男 
 

16 広島大学 生物生産学部 3 女 
 

17 広島大学 生物生産学部 3 男 
 

18 広島大学 生物生産学部 3 女 
 

19 広島大学 生物生産学部 3 男 
 

20 広島大学 生物生産学部 3 男 
 

21 広島大学 生物生産学部 3 男 
 

22 広島大学 生物生産学部 3 女 
 

23 広島大学 生物生産学部 3 女 
 

24 広島大学 生物生産学部 3 男 
 

25 広島大学 生物生産学部 3 男 
 

26 広島大学 生物生産学部 3 女 
 

27 広島大学 生物生産学部 3 男 
 

28 広島大学 生物生産学部 3 女 
 

29 広島大学 生物生産学部 3 男 
 

30 広島大学 生物生産学部 3 男 
 

31 広島大学 生物生産学部 3 女 
 

32 広島大学 生物生産学部 3 女 
 

33 広島大学 生物生産学部 3 男 
 

34 広島大学 生物生産学部 3 男 
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（３）   受講生の負担金額  

  

・受講生 1 名当たり、2,200 円 （参考：予定事前徴収額 10,000 円、昨年度実績 8,100 円） 

（内訳） 
     

事項 単価 
数量・単

位 
計 備考 

シーツ洗濯代 0 1 人 0 （宿泊中止） 

昼食代 540 3 食 1,620   

夕食代 580 1 食 580   

朝食・消耗品等 0 1 人 0   

合計 2,200   
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（４）   演習風景  

 からぬす丸船上でのプランクトン採集	 

 CTD による水質測定	 

 採集したプランクトンの顕微鏡観察	 

 地元の海産物の BBQ 会	 
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（５）   成績評価  

 
	 中国・四国地区国立大学農学部での単位互換協定に基づく「臨海資源科学演習」に係る成績評

価を以下のとおり行った。 
 
   （１）成績評価方法	 

・	 受講態度，理解度６０点，発表４０点で評価する。 
 
 
   （２）成績評価基準	 

・	 秀（Ｓ），優（Ａ），良（Ｂ），可（Ｃ）及び不可（Ｄ）の５段階評価とする。 
・	 ５段階評価の基準は，１００点満点で採点し，９０点以上を「秀（Ｓ）」，８０～８９

点を「優（Ａ）」，７０～７９点を「良（Ｂ）」，６０～６９点を「可（Ｃ）」とし，６０

点未満は「不可（Ｄ）」とする。 
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（６）   受講生によるアンケート評価  

他大学受講生分 アンケート回答者数：0 名 *大型台風接近による他大学生の参加中止のため。 

 

広島大学生物生産学部生分 アンケート回答者数：23 名 

 

【1】特に印象に残ったメニューはなんですか？理由はなんですか？ 
・	 加藤先生の海藻の実験。これまで海藻を実験でつかう機会がほとんど無かったので、新鮮で

おもしろかった。 
・	 プランクトンの観察とスケッチ。見るのは楽しい。でもスケッチの時間は長すぎる。４時間

のスケッチで得られたものが分からない（時間に見合ったものが得られたとは思えない）。 
・	 動物プランクトンのスケッチ。描く量が多くて大変だった。 
・	 海藻の実験。今まで海藻を扱ったことが無かったため。 
・	 大塚先生の動物プランクトンのスケッチ。大変だったから。 
・	 一日目の、プランクトンを観察しスケッチすることで、初めて見るプランクトンを生で、自

分の好きなように観察できて、プランクトンに対して興味が湧きました。 
・	 からぬす丸に乗ってクラゲを採取したことが印象に残っている。雨風の中、サンプル採取を

行う厳しさ等を味わえた。ベラにタグを付ける作業がとても興味深かった。生きている魚だ

ったら、あんなに簡単には扱えなかったはずである。 
・	 8/11 の坂井先生の講義にあった魚のマーキング。ダイモテープの技術等、簡単な仕組みであ
るが、僕自身興味があって、すごく関心を持つことができたから。 

・	 大塚先生の竹原の授業で、タコクラゲやヒトモシクラゲを観察できたことが一番印象に残っ

ている。クラゲに興味があるので。 
・	 向井先生の講義。現状を知り、理解を深めることができたから。 
・	 一日目の、船に乗ってのクラゲやプランクトンのサンプリング。 
・	 一日目、船に乗ってクラゲとプランクトンのサンプリングに行ったこと。船でのサンプリン

グは小型の船では初体験だったので、体感が楽しかった。 
・	 生物標識を付ける。講義で学んだことはあるが、実際にやったことはなかったから。班ごと

の対決みたいになっていたから。 
・	 魚類のマーキング方法。身近に使われているものでも簡単にできるから。 
・	 船に乗ってクラゲとプランクトンの採集に行ったこと。唯一のフィールドワークだったから。 
・	 スキューバのボンベを背負ったこと。とても重くてスキューバをするためにはあれを背負い

ながら泳がないといけないということに驚いたから。 
・	 息を止める練習。 
・	 坂井先生の息を止める実験で、海で実際にしてみたいと思いました。 
・	 台風で残念でした。特にないです。 
・	 乗船実習。 
・	 坂井先生の、息をいつまで止められるかという遊び。海で集中するのは難しいということを

実感できたため。 
・	 竹原ステーションでクラゲの採集に行ったこと。クラゲを船の上からタモ網を使って採集す

ることが新鮮だったため。 
・	 BBQ。先生や先輩方と交流を持つことができた。 
 
【1】の結果に関する教員コメント 
台風の影響によりほとんどのメニューが竹原ステーションで実施できなかったが、不幸中の幸い

で初日だけは竹原ステーションで実習（船でプランクトン、特にクラゲなどを採集）ができたこ

とが学生には印象に残っているようだ。また、メインキャンパスで実施した代替メニューについ

ても教員側の工夫でよい印象を与えているようである。（大塚） 
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【2】外部からの専門家による（今回は向井宏先生）世界を視野に入れた講演についてどう思いま
すか。 
 
・	 おもしろかった。今までとは違う見方で環境を考えることができた。 
・	 他国との比較をすると、日本の政策がいかに目の前の利益しか考えてないかということが分

かり、とても驚いた。 
・	 もう少し時間に余裕を持つべきだと思った。 
・	 後の質問時に、海岸対策本部が各官僚で構成された形だけのものであると聞き、日本で環

境保護の研究に携わることが無意味ではないのかとがっかりした。 
・	 とても為になる講演だった。 
・	 日本が 50％護岸されていることが他の国から見れば変わっているという話に驚きました。 
・	 世界を視野に入れた講演は興味深かった。だがさらに欲を言えば、外国の人を呼んでみたり

TEDのように参加型の講演もおもしろいと思う。 
・	 なにも手を加えなければ自然は壊れていくし、手を加えればそれが余計となって壊れていく。

どうやったら自然は回復するのかなと思いました。 
・	 普段の講義とは違った視点の講演だったので、色々な考え方や意見が聞けてすごく良かった。

また，視点が広島でなく日本全体だったのも良かった。 
・	 とても良い講演を聴くことができました。自分自身ももっと広い視野を持って精進したいと

思います。 
・	 今までに自分が体験したこともないような経験をたくさん聴けて良かったと思いました。思

いもよらない考え方があったり、問題であったり、気づかないだけで色々見逃していたこと

が分かりました。 
・	 世界と日本では自然保護に対する感覚がちがうという事実が印象に残った。日本は自然に対

する見方もかまえ方も日本人特有の性質がでていると思った。 
・	 日頃、大学の講義では聞くことのできないようなお話を聞くことができ、とても良かった。

自然を保護するために、何が必要で何が不必要なのか考えさせられた。 
・	 海岸保護には人間の影響を減らすことが重要であり、イギリスのように津波などの浸食を防

ぐことは不可能であるという考え方を取り入れる必要がある。この２つを軸にすることが前

提であると感じた。 
・	 日本だけでなく、世界を視野に入れないといけないんだなとことを身にしみて感じました。

海を守るなんてことはそう簡単ではないなと思いました。 
・	 普段お話の聞けない先生からの講義が受けられて良かった。 
・	 メディアの情報だけにとらわれてはいけないこと、自ら研究したこと、目で見て感じたこと、

それを勇気を持って発信することが大事だと感じました。実習の 初にあればいいのにと思

いました。取り組みの態度もかわってくるかと思ったので。 
・	 初めて聞くことばかりで新鮮味があり勉強になりました。これからの環境開発についての見

方が変わりました。 
・	 ヒトが行うヒトにために災害から守ろうとしていることは、ほとんどと言っていいほど無駄

で、逆に生態系を破壊しかしていないということには驚いた。ヒトはもうけようという欲を

どうにかしなければならないと思った。 
・	 いろいろな危険性がある話をされていて、これからについて考えさせられました。 
・	 実際に世界でいろいろな経験をされてきた方の話を聞くことで、自分の興味の幅を広げるこ

とができると思うのでいいと思った。 
・	 ふだん外部からの専門家の話を聞ける機会はないので、良いと思います。 
・	 普段聞けないような話が聞けたので良かったと思う。 
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【2】の結果に関する教員コメント 
講師の向井宏先生は日本ベントス学会会長までつとめられた方で、その見識は広く、また、環境

問題にも積極的に取り組んでおられたため、講演は非常に盛りだくさんな内容であり、また、将

来を見据えた確かな視点が学生を刺激したようである。次年度も是非、講演をお願いしたいとこ

ろである。（大塚） 
 
 
【3】台風などの災害時にこの実習をどのようにすればよいか、なにかよい考えがありますか？ 
・	 突然のことなので仕方ないとは思ったが、できれば延期にしてほしかった。 
・	 竹原ステーションで天気の様子を見てもよかったのでは？ 
・	 屋内でも実施できる実習をいくつか用意しておく。 
・	 後の 2日間は竹原に戻ってもよかったかなと思います。 
・	 延期する。事前に２通りくらいの予定を立てておいて、片方の日程が無理な場合、もう一方

の日程にするのがよいと思う。 
・	 別の予備日を予定する。 
・	 今回のような感じでいいと思います。 
・	 海での実習ができない可能性があっても、竹原の施設にみんなで宿泊すべきだったと思う。

その方が生徒間も先生とも、より交流する時間が増える。 
・	 実習時期を変更する。（災害時の予備日をあらかじめ記載しておく） 
・	 あらかじめに予備日をつくり、災害時には実習日をずらせるようにする。 
・	 元々予備日を設定しておいて、災害時にはその日にずらすことにしておいたり、台風が過ぎ

去ったあとは短い間だけでも竹原に行けるとよかったと思う。 
・	 自宅から通わせるのではなく、せめて竹原で泊まりたかった。海に入らなくても、室内でや

れることはいっぱいあったと思います。天候によって、できる講義に変えるべきだと思いま

した。 
・	 今回の対策しか取れないと思う。 
・	 天気が悪くないときは少しでもフィールドワークをした方がいいと思う。 
・	 台風が来てないうちに海上での実習を終わらせ、来た時は安全な場所でできることを実習す

ればよいと思います。 
・	 普段の授業とは違うという感じの参加型、体験型の実習にすればよいと思う。屋内でできる。 
・	 別日にする。今回の台風に関しては仕方がないことだと思います。 
・	 日にちをずらすこともできないし、実習を中止することもできないので、今回のようなこと

が起きてもしょうがないと思う。 
・	 研究所でのラボワーク体験や見学。 
・	 予備日をあらかじめ設定する。 
・	 日程をずらすことは難しいので、今回のようにできる範囲で実習するしかないと思う。 
・	 今回は５日間とも泊まりを無くしていたので、安全だと分かった時点で泊まりの実習を再開

したらよいと思う。水産コースの人全員で海へ行き、生き物を採集し、休み時間に釣りに行

きたかった。 
 
【3】の結果に関する教員コメント 
いろいろと意見がでているが、台風の進路予測は困難であり、また、現地に留まらせておくリス

クも教員は配慮しなければならないので数人の学生が指摘しているように、今回のような処理し

かないであろう。特に次年度は夏休みのあり方が大幅に変更になり、夏季休業中での実習のやり

くりが困難になっており、決められた日程内で台風進路を見ながら、できるだけ竹原ステーショ

ンで実習を実施するしか手段はないだろう。（大塚） 
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【4】自由記述。 
・	 竹原での泊まりこみでの実習をやっぱりやりたかったです。 
・	 有意義な実習でした。 
・	 竹原で実習がしたかったです。 
・	 泊まりはやりたかったけど、台風が来て残念です。 
・	 泊まりが無くなって残念でしたが、多くのことを学ぶことができました。しかし島に渡って

の実習ができなかったのはやはり名残惜しいです。 
・	 予定が変わって残念だったけど、先生方も工夫して下さっていて、なんとか終われてよかっ

たです。BBQは水産らしい感じで楽しめました。来年は晴天だとよいですね。 
・	 台風の影響で実習がほとんどなくなり、とても残念でした。 
・	 僕が一番やりたいと思っていたシュノーケリングはできずに終わってしまったけど、台風が

来た中でもすごく良い勉強をすることができました。ありがとうございました。 
・	 お世話になった先生、TAの方々、ありがとうございました。 
・	 竹原実習なのに竹原で行うことができなかったことが残念だった。竹原の研究室へ行かない

ので、機会があれば実習でなくても竹原で活動してみたいと思った。 
・	 BBQが楽しかったです。 
・	 泊まりたかったです。竹原実習楽しみにしてたので本当に残念です。実習費はちょっと納得

いかないです。 
・	 竹原で実際に体験することはほとんどできなかったけれど、いろいろな実験ができておもし

ろかったです。ありがとうございました。 
 
【4】の結果に関する教員コメント 
教員も充実したフィールド教育をしたいのはやまやまであるが、自然には勝てない。最大限、教育的配慮

を心がけたつもりである。（大塚） 
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２．「里海フィールド演習」  

（１）   シラバス 

 

授業科目名 （日本語）里海フィールド演習 

（英語） 	 Practice on field science in satoumi	 

担当教員名 大塚	 攻	 橋本	 俊也	 中口和光	 小路	 淳	 浦田	 慎	 

所 属 大 学 広島大学	 広島大学	 広島大学	 広島大学	 広島大学	 

授 業 形 式 講義，実習，演習	 

単 位 ２単位	 

開 設 期 平成 26 年 9 月 2 日（火）～5 日（金）	 

開 講 場 所 広島大学生物生産学部附属練習船豊潮丸	 

広島大学生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター竹原ステーシ

ョン	 

キーワード 内海の生態系，水圏環境，干潟，藻場，水産	 

授 業 目 標 瀬戸内海の海洋生物と環境の相互作用およびそれらと人間生活との関係についての基礎

的知識を総合的に学び，体験すること 
授業内容・ 

計 画 等 

練習船豊潮丸に乗船し，広島湾において海洋環境の測定および生物採集方法・ロー

プワーク等を船上で学ぶことを通して，海と人間との関わりを考える。また，竹原

ステーション（水産実験所）周辺にあるアマモ場，干潟を利用し，そこに生息する生

物の採集方法および生物群集を観察する（18 名を 2 班に分けて進行）。それらの生

物生産を含めた生態系における機能や，人間からみたこれらの環境の意義と漁業生

産も含めた利用のされ方について，現場観察と室内での講義・実験を通して理解す

る。	 

	 
   担当教員 

１日目 

午後 呉基地集合．出港 

橋本・中口  ガイダンス、船内講義 

宿泊 豊潮丸（広島湾周辺） 

２日目 

 豊潮丸による海洋観測 

橋本・中口  施設見学など 

宿泊 豊潮丸（広島湾周辺） 

３日目 

午前 豊潮丸による海洋観測・ロープワーク 
橋本・中口 

小路・浦田 
午後 竹原ステーションへ移動，藻場での実習 

宿泊 竹原ステーション 

４日目 
午前 藻場実習のまとめ 小路・浦田 

午後 解散  

	 

	 

成績評価 受講態度６０点，発表２０点，レポート２０点	 

参考書等 １．海からの伝言ー新せとうち学ー，中国新聞社	 ２．干潟のカニの自然誌，小野

勇一著，平凡社	 ３．日本動物大百科	 第７巻（無脊椎動物）および同	 第６巻（魚

類），日高敏隆監修，平凡社	 ４．日本の海藻―基本284	 田中次郎著	 平凡社	 	 

メッセージ この演習を通して，里海のあり方，海の懐の深さ，大切さ，人間が海をどのように

利用しているかが学べるはずです。	 
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履修上の注意 ●	 受講人数：18 名（男女ほぼ同数になるよう調整します）	 

●	 受講経費：1 万円（※派遣大学が負担）	 

●	 実費：約１万円（授業期間中の食事費等を含む）を現地で徴収します。 
開催場所への旅費は自己負担です。	 

●	 履修の辞退について：辞退は原則できません。やむを得ず辞退する場合にはキャ	 

	 	 ンセル料を頂きます。	 

	 キャンセル料：開催１週間前以降のキャンセルについては船での食事代を，1 日前お

よび実施期間中のキャンセルについては参加費用全額(1 万円)を払っていただきま

す。	 

	 キャンセル料の支払い方法：下記問合せ先に連絡後，現金書留にて支払い	 

●	 傷害保険：事前に学生教育研究災害傷害保険（財団法人日本国際教育支援協会）	 

	 	 	 に加入しておいてください。	 

●	 集合日時：9 月 2 日（実習初日）13：30（昼食を済ませておいてください）	 

●	 集合場所：広島大学呉基地（広島大学生物生産学部	 附属練習船基地）	 

	 〒737-0029	 広島県呉市宝町 7-4（電話 0823-23-4853）	 

	 JR呉駅より徒歩約 15分，タクシー約 5分．JR呉駅へＪＲ広島駅から約 45分	 
	 ホームページ	 http://home.hiroshima-u.ac.jp/toyoshio/ 
●解散場所：広島大学生物圏科学研究科竹原ステーション	 

	 〒725-0024	 広島県竹原市港町 5-8-1（http://home.hiroshima-u.ac.jp/fishlab/）	 

＊３日目の宿泊地および 終日の解散場所は竹原ステーションです．	 

＊竹原ステーションから徒歩圏内（約 10 分）にコンビニエンスストアがあります．	 

＊ 終日の昼食後（13：30）に解散．JR 竹原駅まで車で送ります．	 

＊竹原ステーション前の的場バス停からJR竹原駅およびJR三原駅方面行きバスの

利用も可能です．詳細については芸予バス HP 新版を各自で確認してください

（http://www.geiyo.co.jp/）．	 

●各自持参するもの	 

	 	 医療保険証，運動靴（船上作業で使用），船酔止薬，水着，作業着（長袖，長ズ 
	 	 ボン，帽子），デジタルカメラ（あれば望ましい），水に濡れてもかまわない靴（足 
	 	 がすっぽり守られるものが望ましい），筆記用具，洗面具，タオル，入浴用石け 
	 	 ん・シャンプー類，身の回り品等 
＊	 ショートパンツ,ランニングシャツ，サンダル，スリッパ等では作業できません。	 

●	 注意事項：天候によっては日程の大幅な変更もありうることを了解ください。	 

●	 やむなく欠席する場合は，１週間前までに所属大学学生係及び竹原ステーション	 

に申し出て下さい。直前にやむなく欠席・遅刻する場合も，必ず連絡して下さい。	 

●	 問合先：広島大学大学院生物圏科学研究科運営支援グループ（総務・財務）	 

	 	 〒739-8528 東広島市鏡山 1-4-4	 	 TEL	 084-424-4376	 FAX	 082-424-2459	 

●	 当日の連絡先	 

	 広島大学生物生産学部部附属練習船豊潮丸	 

	 	 〒737-0029	 広島県呉市宝町 7－4	 	 TEL	 0823-23-4853	 	 FAX	 0823-23-4858	 

	 広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター	 

	 竹原ステーション（水産実験所）	 

	 	 〒725-0024 広島県竹原市港町 5-8-1	 TEL	 0846-22-2362	 FAX	 0846-23-0038	 
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（２）   受講者・参加大学  

里海フィールド演習（９月２日（火）～９月５日（金）） 

受講者名簿（男１０名，女８名 計１８名） 

No 大学名 所属 学年 性別 

1 鳥取大学 農学部 生物資源環境学科 1 女 

2 鳥取大学 農学部 生物資源環境学科 1 女 

3 鳥取大学 農学部 生物資源環境学科 1 男 

4 鳥取大学 農学部 生物資源環境学科 1 男 

5 岡山大学 農学部 総合農業科学科 1 女 

6 岡山大学 農学部 総合農業科学科 4 男 

7 県立広島大学 生命環境学部 環境科学科 1 男 

8 山口大学 農学部 生物資源環境科 3 男 

9 山口大学 農学部 生物資源環境科 3 男 

10 香川大学 農学部 応用生物科 2 女 

11 香川大学 農学部 応用生物科 2 女 

12 愛媛大学 農学部 生物資源学科 海洋生産科学特別コース 1 男 

13 愛媛大学 農学部 生物資源学科 1 男 

14 愛媛大学 農学部 生物資源学科 生物生産システム学コース 2 男 

15 愛媛大学 農学部 生物資源学科 森林資源学コース 2 女 

16 愛媛大学 農学部 生物資源学科 資源・環境政策学コース 2 女 

17 愛媛大学 農学部 生物資源学科 生物環境保全学コース 2 男 

18 高知大学 農学部 農学科 1 女 
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（３）   受講生の負担金額  

・受講生 1 名当たり、9,000 円（3 泊 4 日） 
  

（内訳） 
      

事項 単価 
数量・単

位 
計 備考 

豊潮丸経費 

（2 泊） 

 
シーツ洗濯代 

2210 

        

 
食事代 

1 人 2,210   

        

宮島水族館 1120 1 人 1,120   

竹原 

ステーション 

（1 泊） 

シーツ洗濯代 1000 1 人 1,000 1 泊 1,000 円  

昼食代 460 2 食 920 
※朝食 1食は自己負担 

夕食代 900 1 食 900 

飲料・消耗品等 2850 1 人 2,850   

合計 9,000   
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（４）   演習風景  

  
竹原ステーションでのガイ

ダンス	 

   からぬす丸での出航	 

   からぬす丸船上の様子	 

   生野島調査地への到着	 
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小路先生による生野島海岸

でのアマモの解説	 

  
生野島の干潟での小動物の

観察	 

  
TA の指導による学習内容の

まとめ作業	 

   実習生による発表	 
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（５）   成績評価  

 
	 	 中国・四国地区国立大学農学部での単位互換協定に基づく「里海フィールド演習」に係る成

績評価を以下のとおり行った。 
 
   （１）成績評価方法	 
	 	 	 ・受講態度６０点，発表２０点，レポート２０点で評価する。 
 
   （２）成績評価基準	 
	 	 	 ・秀（Ｓ），優（Ａ），良（Ｂ），可（Ｃ）及び不可（Ｄ）の５段階評価とする。 
	 	 	 ・５段階評価の基準は，１００点満点で採点し，９０点以上を「秀（Ｓ）」，８０～８９点

を「優（Ａ）」，７０～７９点を「良（Ｂ）」，６０～６９点を「可（Ｃ）」とし，６０点未

満は「不可（Ｄ）」とする。 
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（６）   受講生によるアンケート評価      アンケート回答者数：18 名  

 

Ⅰ	 本取組に関する共通的質問	 	 

Ⅰ－１．あなた自身の属性についてお尋ねします。	 

Ⅰ－１－１)	 あなたの所属大学は? 

①鳥取大学 ②島根大学 ③岡山大学 

4 0 2 

④広島大学 ⑤県立広島大学 ⑥山口大学 

０ 1 2 

⑦香川大学 ⑧愛媛大学 ⑨高知大学 

2 6 1 

 

 

 

Ⅰ－１－２)	 あなたの学年は?	 

①1 年次生 ②2 年次生 

9 6 

③３年次生 ④４年次生 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－１－３)	 性別	 

①男性 ②女性 

10 8 

 
 
 

 

 

 

Ⅰ－１－４)	 この演習以外に，フィールドでの何らかの	 

	 	 	 	 	 	 授業を受けた経験がありますか。 

① ある ② ない 

９ ９ 
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Ⅰ－１－５)	 「ある」と答えた方にお尋ねします。それはどの時期ですか(複数可)。	 

①大学 ②高校 

8 3 

③中学 ④小学校 

１ 1 

 
 

 

 

 

 

Ⅰ－１－６)	 「ある」と答えた方にお尋ねします。	 

それはどのような内容のフィールド授業でしたか。回答用紙に記述してください。	 

� 森林の伐採作業 

� 木を切る 

� 植物（作物）の栽培に関して 

� 酪農に関するもの 

� 森林、農場、河川での実習 

� 森林、みかん栽培 

� 牧場見学 

� 食品加工の実習 

� 色々 

 

Ⅰ－１の結果に関する教員の分析 

・他の演習と併せて複数の科目を選択している学生が含まれている。（小路） 

・島根大学からの参加者がないのが残念である。（橋本） 

・各大学の参加者が均等であるほうがよいと思う。（橋本） 

 

 

 

 

 

Ⅰ－２．この授業に参加するにあたっての情報入手についてお尋ねします。 

この授業のことを 初，何を通して知りましたか，	 

該当する番号を全て挙げてください。 

①ガイダンス ②パンフレット 

１3 ４ 

③先輩から ④その他 

0 2 

 

 

 

 

Ⅰ－２の結果に関する教員の分析 

・	 ガイダンスやパンフレットが情報ソースとして貢献してることがわかる。（小路） 

・	 ホームページなどによる情報発信を充実すべきである。（橋本） 
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Ⅰ－３．この授業に参加された理由についてお尋ねします。	 

Ⅰ－３－１)	 も強い動機は次のどれですか。	 

・	  

 

 

Ⅰ－３－２)	 二番目に強い動機は次のどれですか。	 

①自大学には 

無い授業科目 

②体験学習 ③単位取得 

2 2 7 

④志望分野 ⑤知識を得たい ⑥他大学を知りたい 

0 3 1 

⑦友人 ⑧おもしろそう ⑨その他 

０ 2 1（海が好きだから） 

 
Ⅰ－３の結果に関する教員の分析 

・	 受講者の動機はさまざまであると同時に，体験や知識を求める積極性がうかがわれる。（小路） 

・	 練習船を利用した実習は中四国では広島大学だけでしか実施できないこともあり，「おもしろそう」と

いう動機を選択したものと思われる。期待に添えるような実習内容にしていきたい。（橋本） 

	 

	 

Ⅰ－４．この授業は，他大学のフィールド教育を受けることを基本としています。	 

Ⅰ－４－１)	 今回受講したフィールド教育に類する授業は，	 

	 	 	 	 	 	 自大学にはない科目，内容である。	 

①そう思う ②自大学にもある 

１4 4 

③わからない  

0 

 
 

 

Ⅰ－４－２)	 他大学の先生の授業を受講できて良かった。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

１1 5 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

1 0 

 
 
 
Ⅰ－４の結果に関する教員の分析 
・自分の大学にはないメニューを経験できる意義は学生にとって大きい。（小路） 

・できるだけ他大学にはない実習内容を提供していきたいと思う。（橋本）	 

	 

①自大学には 

無い授業科目 

②体験学習 ③単位取得 

1 3 0 

④志望分野 ⑤知識を得たい ⑥他大学を知りたい 

3 ３ ０ 

⑦友人 ⑧おもしろそう  

０ ８ 
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Ⅰ－５．他大学の学生との交流等についてお尋ねします。	 

Ⅰ－５－１)	 この授業は定員１８名に制限しています。	 

	 	 	 	 	 	 この定員数は， 

①多すぎる ②丁度良い 

０ １７ 

③少なすぎる  

１ 

 
 
 
 
 
Ⅰ－５－２)	 他大学の学生と同じ授業を受けたことについて， 

	 	 	 	 	 	 良かったと思いますか。	 

①大変良かった ②まあまあ良かった 

11 7 

③あまり良くなかった ④悪かった 

０ ０ 

 
 
 
Ⅰ－５－３)	 他大学の学生と交流がどの程度できたと	 

	 	 	 	 	 	 思いますか。	 

①活発にできた ②まあまあできた 

9 9 

③あまりできなかった ④全くできなかった 

0 0 

 
 
 

 

Ⅰ－５－４)	 今後も，他大学の学生との交流機会を	 

	 	 	 	 	 	 増やすのは，良いことだ。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

12 6 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

0 0 

 
 
 
 
Ⅰ－５の結果に関する教員の分析 

・他大学との交流を深められる機会を得ることに対するニーズは大きいと感じられる。（小路） 

・練習船の定員があり，参加人数を増やすことはできないが，部屋割り，班分け，日程などを工夫して他

大学の学生間の交流機会を増やしていきたい。（橋本） 
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Ⅰ－６．この授業は，3 泊 4 日の集中形式で，講義，	 

	 	 	 	 実習，発表の 3 部から構成されています。	 

Ⅰ－６－１)	 こうした組合せは，授業を理解する上で	 

	 	 	 	 	 	 有効である。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

9 9 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

０ ０ 

 
 

 

Ⅰ－６－２)	 3 つの部分のうち， も面白かったものは	 

	 	 	 	 	 	 何ですか。	 

①講義 ②実習 

1 17 

③発表  

０ 

 
 
 
Ⅰ－６－３)	 3 泊 4 日の日数についてお尋ねします。	 

①長すぎる ②丁度良い 

2 １5 

③短すぎる  

０ 

 
 
 
Ⅰ－６の結果に関する教員の分析 

・メニューの内容と実施期間について，受講者からの評価を得られている。（小路） 

・３泊４日の日程はちょうどよいかと思う．実習が面白かったという意見が多いが，実習内容を理解するた

めにも，講義を充実していきたい。（橋本） 

 

	 

	 

	 

Ⅰ－７．参加費に関してお尋ねします。	 

Ⅰ－７－１)	 参加費は自分の得たものと比べて高過ぎますか。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

1 8 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

7 2 
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Ⅰ－７－２)	 参加費からして，食事は満足できましたか。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

4 11 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

2 ０ 

 
 
 
 
 
 

Ⅰ－７－３)	 参加費からして，宿泊施設には満足している。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

3 12 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

3 0 

 
 

 

 

 

 

Ⅰ－７－４)	 参加費をもっと高くしても食事と宿泊施設を	 

	 	 	 	 	 	 良くしてほしい。	 

①そう思う ②そう思わない 

1 １7 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－７－５)	 上の質問で「そう思う」と答えた方に	 

お尋ねします。参加費がどの程度までなら参加しますか。	 

	 

	 

	 

	 

Ⅰ－７の結果に関する教員の分析 

・参加費や食事，宿泊施設については，一定レベルの満足を得られている。（小路） 

・豊潮丸の宿泊環境，食事は問題ないと思う．参加費には水族館の入館料なども含まれており適当と判

断する。（橋本） 

	 

	 

	 

	 

	 

①10,000～15,000 円 ②16000～20,000 円 

0 1 

③21,000～25,000 円 ④26,000～30,000 円 

０ ０ 
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Ⅰ－８．フィールド演習全体について，感想を伺います。	 

Ⅰ－８－１)	 このフィールド演習の形式は通常の講義だけの授業	 

	 	 	 	 	 	 よりも，物事を考える上で，有意義である。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

9 9 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

０ ０ 

 
 
 
Ⅰ－８－２)	 この演習によって，フィールド科学の	 

	 	 	 	 	 	 幅広さや面白さを知った。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

9 9 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

０ ０ 

 
 

 

 

Ⅰ－８－３)	 この演習によって，農学系学問分野への理解が	 

	 	 	 	 	 	 深まり，視野を広く持てるようになった。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

3 14 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

1 ０ 

 
 

 

Ⅰ－８－４)	 この演習によって，自分なりに行動力や	 

	 	 	 	 	 	 積極性を高めることができた。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

2 15 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

１ 0 

 
 
 
 
Ⅰ－８－５)	 この演習によって，これからの学習意欲が高まった。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

5 11 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

2 ０ 
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Ⅰ－８－６)	 参加する前の期待度に比べて満足度はどうですか。	 

①強く満足した ②まあまあ満足した 

8 7 

③あまり満足できない ④全く満足できなかった 

3 ０ 

 
 
 
 
 

Ⅰ－８－７)	 この演習を来年度以降も開講するのが良い。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

13 4 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

1 ０ 

 
 
 
Ⅰ－８の結果に関する教員の分析 

・本科目の内容構成，目的に一定レベルの意義を見出しているように感じられる。（小路） 

・練習船での実習は，なかなか体験できるものではないため，フィールド科学に興味を持ってもらえたと思

う。（橋本） 

 

 

Ⅰ－９．その他	 

Ⅰ－９－１)	 フィールド演習以外にも他大学の講義を	 

	 	 	 	 	 	 受講できる機会をもっと増やして欲しい。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

8 8 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

2 ０ 

 
 
Ⅰ－９－２）今回提供された４つの演習「里海フィールド演習」「里山フィールド演習」「果樹園

芸の里フィールド演習」「牧場実習」以外のフィールド演習について，開設希望のものがあれば記

入してください。	 

� 船上実習 

� 河川実習 

� 特になし 

 

Ⅰ－９－３)	 フィールド演習一般について，あなたのご意見をお書き下さい。	 

� 普段の授業の中ではふれることの出来ないことにふれれて良かったと思う。 

� 今後も種類を増やして続けていってほしいです。 

� とてもいいと思う。 

� ただ話を聞くだけの講義を通して理解しようとすることだけでは不十分であり、こうしたフィールド演習

を行うことで理解力は深まる。 

� 自分の大学には無い特徴的な講義を受けることができるのは、非常に有意義であると感じた。 

� 自分の大学には無い分野を学べるし、他大学の方との交流もでき、良いと思う。 

� 講義よりも分かりやすくておもしろかった。 
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� 長期間にして内容をもっと濃くしたらいいと思う。 

� シャンプー等は備え付けだと良いと思います（豊潮丸）。 

� フィールド演習では、体験して学ぶことができる上、他大学の人と交流できるので、身を持って学ぶこ

とができる。 

� 豊潮丸での生活が楽しかった。 

� 普段体験できないことを体験でき、楽しい驚きや経験とともに記憶に残すことができるので、とても有

意義な機会だと思う。 

� とても良い経験になった。 

� 今回、広島大学の臨海実習（臨海資源科学演習）も取ったのですが、台風で中止になって残念でし

た。里海フィールドは船にも乗れて大満足です。 

 

Ⅰ－９の結果に関する教員の分析 

・自大学では体験できないメニューに対して魅力を感じてもらえているようだ。（小路） 

・他大学との交流を深められる点に対する評価を得られている。（小路） 

・設備，施設の不備についての指摘が多いが，限られた予算，日程，マンパワーのもとで最善の努力をし

ている。アンケートを参考に改善できる部分は改善したい。（小路） 

・練習船を利用した実習は，好評のようなので今後も内容を充実させて継続していきたい。（橋本） 

 

 

Ⅱ	 授業に関する質問	 

Ⅱ－１．この演習は，講義，実習，発表等から構成されています。	 

今回の講義に関する以下の質問にお答え下さい	 

Ⅱ－１－１)	 講義内容は，   

①よく理解できた ②まあまあ理解できた 

11 7 

③あまり理解できなかった ④全く理解できなかった 

０ ０ 

 

 

 

Ⅱ－１－２)	 講義の内容について教員や補助者に何回，	 

	 	 	 	 	 	 質問をしたり，意見を述べたりしましたか。	 

①0 回 ②1～４回 

3 13 

③５回以上  

2 

 
 
 
 

 

Ⅱ－１－３)	 講義のノートやメモを取りましたか。	 

①きちんと取った ②まあまあ取った 

4 6 

③あまり取らなかった ④全く取らなかった 

8 ０ 
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Ⅱ－１－４)	 講義内容は，この授業全体や実習の意味	 

	 	 	 	 	 	 や目的，内容を理解させるものでしたか。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

6 10 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

2 ０ 

	 

	 

	 

Ⅱ－１－５)	 講義のどのような部分が面白かったですか。	 

� 近海の環境についての先生方の考えや、普段は耳にしない現状などを聞けたこと。 

� 余談にあった、アサリやシジミをつけておく塩水の濃度を知ることができたこと。 

� 全部。 

� 知らなかったことを知れたこと。 

� 瀬戸内海のことが良く知れた。 

� 瀬戸内海の諸問題について。 

� カキ筏の DVD を見て，メリットだけだったが、あとで先生にデメリットを聞き、さらに宮島水族館で観察

できて良かった。 

� 他の大学の人とたくさん話せたこと。 

� 透明度調査。 

� 海の水質の調べ方（CTD 等）。 

� 自分の大学の授業では得られない知識を得られたし、初めて知ることが多くて良かった。 

� フィールド体験が多い。 

� 藻場散策。 

� 宮島観光。 

� 船で移動して船で生活するというのが面白かった。またその際に海の状態なども知れて良かった。 

� カキ筏についての話が一番興味深かった。 

� 瀬戸内の生き物や役割について学べておもしろかった。 

 

Ⅱ－１－６)	 講義のどのような部分が理解しにくかったですか。	 

� 作業の目的。 

� 特に無し。 

� ロープワークの説明。 

� 特に無し。 

� なし。 

� ロープワークが難しかった。 

� 山口さんの声が小さかったところ。 

� ロープワークについて。 

� 特に思い当たらない。 

� ない。 

� 海水の塩分、温度を測る機械の仕組みをもっと知りたかった。 

� 特に無し。 

 

II－１の結果に関する教員の分析 

・講義内容についてはある程度高い評価を得られているが，アンケート内容を参考にしてさらなる充実を

目指したい。（小路） 

・今回，はじめて講義で動画を利用したが，その内容（カキいかだの役割など）に非常に興味を持ってくれ

たようである。（橋本） 

・ロープワーク実習については今後改善を行っていきたい。（橋本） 
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Ⅱ－２．今回の実習についてお尋ねします。 

Ⅱ－２－１)	 実習は面白かったですか。	 	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

13 5 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

０ ０ 

 
 
 
Ⅱ－２－２)	 実習にどのように参加しましたか。 

①積極的に参加した ②まあまあ積極的だった 

7 10 

③あまり積極的でなかった ④全く積極的でなかった 

1 ０ 

 
 

 

Ⅱ－２－３)	 実習の際，先生や実習補助者に何回，	 

	 	 	 	 	 	 質問をしたり，意見を述べたりしましたか。	 

①0 回 ②1～４回 

3 １3 

③５回以上  

1 

 
 
 

Ⅱ－２－４)	 実習があることによって，講義内容を	 

	 	 	 	 	 	 理解できるようになりましたか。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

7 8 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

2 ０ 

 
 
 
Ⅱ－２－５)	 実習で面白かったのはどのような点ですか。	 

� 実際の魚に触れた点。 

� 網で海岸周辺の生物を採集したこと。 

� 海に行って網を使って魚をとるのが良かった。 

� 実際に海水や泥、魚などにさわれたこと。 

� 網を使って生物を採ったこと。 

� 網で魚を捕まえて、実際のどのような生物がいるか知ることができた。 

� 実際に体を動かした点。 

� 観光。 

� 藻場調査。 

� ゆったり楽しく実習できた。 

� 普段できないようなことが体験できたこと。船で救命胴衣やライフジャケットを着たり、CTD、透明度を

調べたり、魚を採取して調べたりしたことなど。 

� 豊潮丸での生活。 

� 地引き網。 
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� 海洋生物と関われた点。 

� 透明度が自分の予想したものより高かったことに面白みを感じました。 

 

Ⅱ－２－６)	 実習で改善してもらいたいのはどのような点ですか。	 

� もう少し忙しくすべき。 

� 空き時間をもっと少なめにしてほしい。 

� 空き時間が多すぎることです。 

� 石けん、ドライヤーを置いておいてほしい。 

� 特に無し。 

� もっときちんと干潮前に海へ出たい。 

� 特に無し。 

� 暇な時間が多すぎました。もっと濃い実習をしたかったです。 

� 特にないです。 

� CTD 等の船での説明が分かりにくかった。 

� 時間配分。 

� なわの編み方。 

� 特になし。 

� 雨が降ったら予定されていた実習ができなくなるところです。雨が降ったときの予定も立てておいて

ほしいです。 

 

II－２の結果に関する教員の分析 

・体験することを中心とした実習の部分については，比較的高い評価を得ていると感じるが，アンケート結

果をもとに今後さらなる改善を行ってゆきたい。（小路） 

・練習船では宿泊をともなう実習のため，朝や夜などの空き時間が多く感じたかもしれない。慣れない船

内生活のため余裕のある日程にしているが，空き時間に教員とデスカッションしたり，自習できるような機

会を増やしていきたい。（橋本） 

 

 

 

 

Ⅱ－３．今回の発表会についてお尋ねします。	 

Ⅱ－３－１)	 これまでにも発表経験がありますか。	 

①ある ②ない 

17 1 

 
 
 
 
 
Ⅱ－３－２)	 発表は大変苦労した。 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

6 9 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

1 ０ 
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Ⅱ－３－３)	 発表のチームワークはうまくできた。 
①強くそう思う ②まあまあそう思う 

4 10 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

1 ０ 

 
 
 
 
 
Ⅱ－３－４)	 発表内容に満足している。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

3 13 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

0 0 

 
 
 
 
 
Ⅱ－３－５)	 発表のための基礎的な手法が身についた。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

2 9 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

5 0 

 

 

 

Ⅱ－３－６)	 発表をすることで，講義や実習内容が	 

	 	 	 	 	 	 より理解でき，有意義だ。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

2 12 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

2 0 

 
 
 

 

Ⅱ－３－７)	 発表会について良かった点を述べてください。	 

� 実習をふり返れた点。 

� 自分自身の理解を深めることができた。 

� 発表することで満足感を強く得られる。 

� 発表のための準備の時間が十分あったこと。 

� みんなの発表が聞けて面白かった。 

� 実習の内容の理解が深まった。 

� みんなで協力できた点。 

� 他の人たちの意見が聞けることが良いと思う。 

� 協力した点。 
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Ⅱ－３－８)	 発表会で改善した方が良いと思われる点を述べてください。	 

� 特に無し。 

� なし。 

� 発表の準備を初日からできるようにしたい。 

� 特にない。 

� 事前に発表方法を周知してほしかった。 

� 特に無し。 

� 特にない。 

� 時間をかけ過ぎだと思う。 

 

II－３の結果に関する教員の分析 

・時間的制約や，天候によるメニューへの影響があるなかで，発表については比較的高い評価を得てい

るが，アンケート結果を参考に更なる充実を図りたい。（小路） 

 

 

 

 

Ⅱ－４．今回のフィールド演習全体のことについてお尋ねします。	 

Ⅱ－４－１)	 受講したフィールド演習は理解しやすかった。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

10 8 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

０ ０ 

 
 
 
 
 

Ⅱ－４－２)	 	 受講したフィールド演習は有意義であった。	 	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

11 5 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

2 0 

 
 
 
 
 

Ⅱ－４－３)	 今回の演習を受講してこの分野について	 

	 	 	 	 	 	 もっと知りたくなった。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

7 10 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

1 0 
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Ⅱ－４－４)	 この演習についての良い点や改善すべき点等の感想をご記入下さい。 

� 他大学の学生と交流できた点が良かった。 

� 自由時間が長過ぎだと思う。 

� 船に乗る、島に行くなど貴重な体験をできたのは良かったが、宮島は一日で良いと思う。 

� 最初の 2 日は自由行動が多くて楽しかったが、暇な時間もかなりあったので、もう少しやることがあっ

ても良いかなと思った。 

� 値段のわりに設備も充実しており、食事も良いものを出していただけたのが良かった。 

� 身近な瀬戸内の生き物や気候による特徴について学ぶことができる。 

� けっこう自由時間が多かったので、もう少し詰め込み型でも良いのになと思います。 

� 実際に他の大学に出向いて、有意義な体験ができる点が良い。 

� 実習内容の一つ一つは面白かったのですが、凝集すると一日で終わってしまいそうなくらい内容が

少なかった。 

� 他大学と交流できたのがすごく良かったと思った。 

� 朝が少し早かった。 

� 自由時間がたくさんあり、いいかんじの情報量で、有意義な時間を過ごせた。 

� 四日間参加して十分満足できる内容だった。いつかここで得られた知識を活用できたらいいなと思

う。 

� 濡れていい足などは長靴があるので持ってくる必要が無かった。持ってこなくてもいいものをはっきり

してほしかった。 

� 船をもっと走らせてほしい。 

� 自分の大学では学べないようなことについても学ぶことができ、広い知識をつけることができた。 

� 特に無し。 

� 今まで魚に興味なかったのですが、魚の分野の研究もすごくおもしろそうだなと思いました。たくさん

のことに興味を持てる機会があることが良い点だと思いました。 

 

 

II－４の結果に関する教員の分析 

・全体的には比較的高い評価を得られていると感じられるが，アンケートをもとにさらなる向上を目指した

い。（小路） 

・今回の意見を参考に，もう少し実習内容を増やすように，計画を変更する予定である。（橋本） 
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３．「瀬戸内の農水産業を学ぶ総合演習」  

（１）	 シラバス  

1．開設大学名	 広島大学	 

2．科	 目	 名	 

正式科目名	 
瀬戸内の農水産業を学ぶ総合演習	 

クラス名	 	 

副題	 配当年次	 1〜4	 

旧科目名	 	 

学問分野	 番号	 33	 名称	 水産学・農学	 

3．担当教員名	 
加藤亜記・海野徹也・斉藤英俊・高梨子文恵・羽倉義雄・浦田	 慎・大塚	 攻・

小路	 淳	 

4．単	 位	 数	 2 単位	 5．開講学期	 集中	 

6.	 開講期間	 平成 26 年 11 月 1 日（土）～平成 26 年 11 月 4 日（火）	 

7．科目内容・	 

	 	 授業計画	 

	 
広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター竹
原ステーション（水産実験所）は瀬戸内海中央部の広島県竹原市に位置する国立大学
では唯一の水産実験所です。	 
竹原市はかつて製塩業で栄えた町で，現在も関連する歴史的建造物が残っています。
周辺海域には高い生物多様性と生産力を持つ藻場や干潟，希少生物の生息地があり，
栽培漁業センターやマガキの大規模な養殖施設があります。また周辺の島々では柑橘
類などの農業が盛んで，それらの品質向上や新たな商品化の試みも盛んです。	 
「瀬戸内の農水産業を学ぶ総合演習」では，こうした多様な背景をもつ竹原市周辺の
自然，農水産業施設等を見学し，専門家の講義を受けながらその自然環境と生産現場，
食品加工を体験します。瀬戸内の自然や歴史を背景に発達した農水産業や経済の現状
を学んだ上で，その将来像について討論します。	 
	 
	 

11/1（土）	 14:00-15:00	 

15:00-16:00	 

16:30-18:00	 

ガイダンス	 

講義「日本の農林水産業から見た瀬戸内海の位置」	 

竹原町並み保存地区の見学	 

11/2（日）	 9:00-11:00	 

14:00-15:00	 

15:00-16:00	 

16:00-17:00	 

ミカン農園見学（広島県豊田郡大崎上島町	 中原農園）	 

講義「瀬戸内の自然と水産（１）」	 

養殖施設見学（広島県栽培漁業協会：種苗生産）	 

養殖関連生物の観察（１）	 

11/3（月）	 9:00-10:00	 

10:00-12:00	 

13:00-14:00	 

14:00-17:00	 

17:00-18:30	 

講義「瀬戸内の自然と水産（２）」	 

養殖施設見学（広島県安芸津町安芸津漁協：マガキ養

殖）	 

養殖関連生物の観察（２）	 

発表スライド作成・発表練習(竹原ステーション)	 

発表会・まとめ(竹原ステーション)	 

11/4（火）	 8:00-8:30	 

9:30-12:30	 

12:30-14:00	 

14:00-	 

竹原ステーション清掃	 

レトルト食品製造実習（広島大学生物圏科学研究科）	 

昼食・アンケート(広島大学生物圏科学研究科)	 

解散	 

8．試験・評価方法	 受講態度 40 点，発表 40 点，レポート 20 点で評価します	 

9．別途負担費用	 

●実費：6,000 円（授業期間中の食事費等を含む）を現地で徴収します。また，開催場

所への旅費は自己負担です。	 

●傷害保険・賠償保険：事前に学生教育研究災害傷害保険ならびに学研災付帯賠償責

任保険（財団法人日本国際教育支援協会）に加入しておいてください。	 
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10．その他特記事項	 

●	 集合日時：11 月 1 日（土）14:00（昼食を済ませておいてください）	 
●	 集合場所：広島大学大学院生物圏科学研究科竹原ステーション	 1 階講義室	 
	 	 	 	 	 	 〒725-0024	 広島県竹原市港町 5-8-1	 
	 	 	 	 	 	 ホームページ	 http://home.hiroshima-u.ac.jp/fishlab/	 
●初日の集合方法：JR 西条駅から送迎バスに乗車して下さい。バス出発時刻は，13:00
です。	 
＊宿泊地は竹原ステーション，解散場所は西条キャンパスです（下記参照）。 終日
の朝，バス（こちらで手配）で，竹原から西条へ移動します。	 
＊竹原ステーションから徒歩圏内（約 10 分）にコンビニエンスストアがあります。食
事は，朝食，昼食，夕食ともにこちらで手配します。	 
●	 解散場所：広島大学大学院生物圏科学研究科西条キャンパス	 
	 	 	 	 	 	 〒739-8528 広島県東広島市鏡山 1-4-4	 
＊ 終日の昼食後（14:00）に解散。JR 西条駅，広島バスセンター行きの送迎バスを用
意します（14:20 頃に出発）。	 
●注意事項：竹原ステーションは屋内全面禁煙です。竹原ステーション，西条キャン
パスともに，所定の喫煙場所を守って下さい。また，実習期間中の飲酒は厳禁です。
これらが守れない受講者には単位認定しません。	 
	 
●持ち物：医療保険証，デジタルカメラ（可能なら各自で持参），釣具（釣り希望者
のみ），ノート，筆記用具，定規，洗面具，タオル，着替え，身の回り品，体調に不
安のある人は飲み慣れた薬等	 
＊養殖施設・農園等の見学のため，服装は長袖，長ズボン，濡れたり汚れたりしても
かまわない靴が望ましいです。	 
＊食品工場での実習では，髪の長い人は，ヘアゴム等で髪をまとめられるようにして
ください。	 
	 
●履修の辞退は原則できません。やむなく欠席する場合は，必ず広島大学生物生産学
部運営支援グループまで電話またはメールでご連絡ください。ただし，開講日の１週
間前を過ぎての欠席連絡は，食費（4500 円）を実費負担いただきます。	 
	 
●本授業科目は，広島大学生物生産学部，広島大学他学部，他大学の非農学系学部の
学生のために開講されるものです。	 
	 
【問合せ・連絡先】	 
広島大学大学院生物圏科学研究科学生支援グループ	 
〒739-8528 広島県東広島市鏡山 1-4-4	 TEL	 082-424-4323	 FAX	 082-424-6480	 
sei-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp	 
	 
広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センタ
ー	 竹原ステーション（水産実験所）	 
〒725-0024 広島県竹原市港町 5-8-1	 TEL	 0846-24-6781	 FAX	 0846-23-0038	 
担当教員：(助教	 加藤亜記)	 katoa@hiroshima-u.ac.jp	 

	 	 	 (技術職員	 岩崎貞治)	 siwasaki@hiroshima-u.ac.jp	 
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（２）   受講者・参加大学  

瀬戸内の農水産業を学ぶ総合演習（11 月 1 日（土）～11 月 4 日（火）） 

受講者名簿（男 9 名，女 4 名 計 13 名） 

No 大学名 所属 学年 性別 

1 広島女学院大学 国際教養学部国際教養学科 3 女 

2 福山大学 生命工学部海洋生物科学科 2 女 

3 福山大学 生命工学部海洋生物科学科 2 男 

4 福山大学 生命工学部海洋生物科学科 2 女 

5 福山大学 生命工学部海洋生物科学科 2 男 

6 福山大学 生命工学部海洋生物科学科 2 男 

7 福山大学 生命工学部海洋生物科学科 2 男 

8 福山大学 生命工学部海洋生物科学科 2 男 

9 福山大学 生命工学部海洋生物科学科 2 男 

10 福山大学 生命工学部海洋生物科学科 2 男 

11 広島大学 生物生産学部 4 男 

12 広島大学 生物生産学部 4 女 

13 広島大学 生物生産学部 4 男 
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（３）   受講生の負担金額  

・受講生 1 名当たり、6,000 円(3 泊 4 日） 
 

（内訳） 
     

事項 単価 
数量・単

位 
計 備考 

シーツ洗濯代 1200 1 人 1,200 
1 泊 1,000 円 2 泊目以降 1 泊 100

円 

昼食弁当代 500 2 食 1,000   

最終日昼食代 540 1 食 540   

初日夕食弁当代 870 1 食 870   

朝食・夕食等 2390 1 人 2,390   

合計 6,000   
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（４）   演習風景  

 

  

 

 

 

 

 

    竹原の街並保存地区の見学	 	 	 	 	 	 	 	 竹原ステーションでの朝食風景	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 

	 	 	 大崎上島の中原農園での講演	 	 	 	 	 	 	 	 中原農園でのみかん収穫体験	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 大崎上島アンテナショップでの講演	 	 	 	 	 広島県栽培漁業センターでの講演	 
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	 栽培漁業センターでの鮎稚魚養殖の見学	 	 	 	 栽培漁業センター前での記念撮影	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 

	 	 	 2 倍体と 3 倍体の養殖カキの観察	 	 	 	 	 	 	 	 実習生による発表会	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 食品加工施設での調理実習	 	 	 	 	 	 	 	 羽倉先生による食品加工の講義	 
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（５）   成績評価  

 
	 	 教育ネットワーク中国の単位互換協定に基づく「瀬戸内の農水産業を学ぶ総合演習」に係る

成績評価を以下のとおり行った。 
 
   （１）成績評価方法	 
	 	 	 ・受講態度 40点，発表 40点，レポート 20点で評価する。 
 
   （２）成績評価基準	 
	 	 	 ・秀（Ｓ），優（Ａ），良（Ｂ），可（Ｃ）及び不可（Ｄ）の５段階評価とする。 
	 	 	 ・５段階評価の基準は，１００点満点で採点し，９０点以上を「秀（Ｓ）」，８０～８９点

を「優（Ａ）」，７０～７９点を「良（Ｂ）」，６０～６９点を「可（Ｃ）」とし，６０点未

満は「不可（Ｄ）」とする。 
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（６）   受講生によるアンケート評価  

アンケート回答者数：13 名 

 

Ⅰ	 本取組に関する共通的質問	 

Ⅰ－１．あなた自身の属性についてお尋ねします。	 

Ⅰ－１－１)	 あなたの所属大学は? 

①福山大学 ②広島女学院大学 ③広島大学 

9 1 3 

 

 

 

 

 

Ⅰ－１－２)	 あなたの学年は?	 

①1 年次生 ②2 年次生 

0 5 

③３年次生 ④４年次生 

1 ７ 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－１－３)	 性別	 

①男性 ②女性 

9 4 

 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ－１－４)	 この演習以外に，フィールドでの	 

	 	 	 	 	 	 何らかの授業を受けた経験がありますか。 

① ある ② ない 

8 5 
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Ⅰ－１－５)	 「ある」と答えた方にお尋ねします。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 それはどの時期ですか(複数可)。	 

①大学 ②高校 

8 3 

③中学 ④小学校 

0 0 

 

 

Ⅰ－１－６)	 「ある」と答えた方にお尋ねします。それは	 

	 	 	 	 	 	 どのような内容のフィールド授業でしたか。回答用紙に記述してください。	 

� 農業に関するもの。 

� 生物の量を調べる。 

� Global Leadership Summer Seminar タイ、バンコク フィールドワーク。 

� 磯の生物を見ました。 

� 海洋系 

� 森林、里山に関するもの 

� 農業や畜産に関するもの 

� 栽培漁業に関する 

 

Ⅰ－１の結果に関する教員の分析 

・受講生は 3 大学からで，12 人が理系，1 名が文系であった。13 人中 1 名のみ（広島女学院大学）が，「教

育ネットワーク中国」での参加，9 名が単位互換協定のある福山大学，3 名が広島大学生物生産学部であ

った。受講希望者の「教育ネットワーク中国」での募集には課題がある（後述）。 

・4 年次生が過半数の 7 名，次いで 2 年生 5 名，3 年生 1 名であった。男女比は 9:4 で，理系大学が多い

ことを考慮すれば，著しい偏りはなかったと言える。 

・過去のフィールドでの授業経験者は過半数で，そのほとんどが大学での実習等で体験していた。体験

内容としては，農水産業や生物に関する回答が多く，多数の受講生が強い興味を持って今回の実習へ

参加したと考えられる。(加藤) 

 

 

 

Ⅰ－２．この授業に参加するにあたっての情報入手についてお尋ねします。	 

この授業のことを 初，何を通して知りましたか，	 

該当する番号を全て挙げてください。	 

①ガイダンス ②パンフレット 

0 1 

③先輩から ④その他 

2 10 

 

 

 

 

Ⅰ－２の結果に関する教員の分析 

・本プログラムに関する情報は，ガイダンスは 0 人，パンフレットは 1 名，先輩からが 2 名，これら以外によ

るものが 10 名であった。取り組み初年度は，ガイダンスによる参加が最も多かったが，今年度は，昨年度

のような大学訪問によるガイダンスを許可されない場合もあり，情報が行き渡らなかったと思われる。来年

度は，あらかじめ，受講生数の大学枠を見込み大学に通知して，学生の募集を依頼する予定である。（加

藤） 
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Ⅰ－３．この授業に参加された理由についてお尋ねします。	 

Ⅰ－３－１)	 も強い動機は次のどれですか。	 

 

 

 

 

Ⅰ－３－２)	 二番目に強い動機は次のどれですか。 

①自大学には 

無い授業科目 

②体験学習 ③単位取得 

1 3 1 

④志望分野 ⑤知識を得たい ⑥他大学を知りたい 

0 0 ２ 

⑦友人 ⑧おもしろそう ⑨その他 

1 2 3 

その他：たまゆらの舞台を見てみたかった。 
	 	 	 ：先輩から面白いと伺ったので。 
	 	 	 ：今までの環境下では持ち得ない分野の人たち、 
	 	 	 	 世界とのつながり、交流を持ちたかったから。 
 
Ⅰ－３の結果に関する教員の分析 

・最も強い受講理由として，38％の学生が「単位を取得できるから」と答えている。これは受講生の約半数

が 4 年次であることが考えられる。次いで，「体験学習だから」（23%）を挙げており，二番目の動機ともほぼ

一致した。その他，自分の知識を広げ，人と交流することや，演習そのものへの興味などが挙げられてお

り，受講生の多くは，具体的な目的意識を持って参加したことが伺える。（加藤） 

 

 

	 

Ⅰ－４．この授業は，他大学のフィールド教育を受けることを基本としています。	 

Ⅰ－４－１)	 今回受講したフィールド教育に類する授業は，自大学にはない科目，内容である。	 

①そう思う ②自大学にもある 

2 6 

③わからない  

3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

①自大学には 

無い授業科目 

②体験学習 ③単位取得 

1 3 5 

④志望分野 ⑤知識を得たい ⑥他大学を知りたい 

0 1 1 

⑦友人 ⑧おもしろそう ⑨その他 

０ 1 1 
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Ⅰ－４－２)	 他大学の先生の授業を受講できて良かった。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

7 5 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

0 0 

 
 

 

Ⅰ－４の結果に関する教員の分析 

・約半数の学生が今回の受講科目に類する科目があると答えているが，福山大学・広島大学からの受講

生と推察される。いずれの大学でも付属の臨海施設での実習が行われている。 

・学生は他大学で授業を受講できることに肯定的である。（加藤） 

 

 

 

 

Ⅰ－５．他大学の学生との交流等についてお尋ねします。	 

Ⅰ－５－１)	 この授業は定員 30 名に制限しています。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 この定員数は， 

①多すぎる ②丁度良い 

1 11 

③少なすぎる  

1 

 
 
 
 

Ⅰ－５－２)	 他大学の学生と同じ授業を受けたこと	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 について，良かったと思いますか。	 

①大変良かった ②まあまあ良かった 

7 4 

③あまり良くなかった ④悪かった 

1 1 

 
 
 
 
 
Ⅰ－５－３)	 他大学の学生と交流がどの程度できたと思いますか。	 

①活発にできた ②まあまあできた 

4 7 

③あまりできなかった ④全くできなかった 

2 ０ 
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Ⅰ－５－４)	 今後も，他大学の学生との交流機会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 を増やすのは，良いことだ。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

7 6 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

0 0 

 
 
Ⅰ－５の結果に関する教員の分析 

・2 名を除き，ほとんどの受講生は，他大学の学生と同じ授業を受講し，交流できる機会を望み，実際の交

流もできたと回答している。残念ながら，2 名はグループになじめなかったようであるが，交流の機会が増

えることについては肯定的な意見を持っている。ただし，潜在的には複数名の受講生が，人間関係に関

して不満を持っていた可能性がある。初日に交流会を設けたり，グループ学習のねらいを周知させるよう

指導したが，それに加え，演習中も教員や TA が受講生に目配りして声を掛けるなど，工夫が必要である。

（加藤） 
 
 
 
Ⅰ－６．この授業は，3 泊 4 日の集中形式で，講義，実習，発表の 3 部から構成されています。	 

Ⅰ－６－１)	 こうした組合せは，授業を理解する上で	 

	 	 	 	 	 	 有効である。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

5 7 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

1 0 

 
 

 

 

Ⅰ－６－２)	 3 つの部分のうち， も面白かったものは	 

	 	 	 	 	 	 何ですか。	 

①講義 ②実習 

1 10 

③発表  

2 

 
 
 
 
 

Ⅰ－６－３)	 3 泊 4 日の日数についてお尋ねします。	 

①長すぎる ②丁度良い 

3 9 

③短すぎる  

1 
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Ⅰ－６－４)	 11 月初旬の開催時期についてお尋ねします。	 
①このままで

よい 

②８〜９月の夏

休みが望ましい 

③１２〜１月の冬

休みが望ましい 

7 5 0 

 
 
 
Ⅰ－６の結果に関する教員の分析 

・授業は演習形式（講義＋実習＋発表）で行われた。実習がもっとも面白いと回答しているが，講義では

多くの質問が挙げられ，発表やその準備も熱心に行っていたので，実習に講義と発表を組み合わせたこ

とで，より内容を理解しやすくなったようである。 

・3 泊 4 日の集中宿泊演習については，長すぎる，短すぎる共に回答があったが，約 7 割が妥当としてい

る。 

・演習の開講時期については，このままでよい（11 月初旬）が約 6 割と最も多く，次いで 8-9 月が約 4 割，

12〜1 月の冬休み期間の希望はなかった。約 4 割が夏の長期休暇中を希望した理由としては，平日に他

大学の演習に参加する場合，所属大学の講義は欠席扱いとなるためと考えられる。しかし，広島特産の

カキ養殖場見学などの季節限定の内容については，本アンケートや本演習の志望理由（特別聴講学生

許可願，単位互換履修生出願票）からも人気が高いため，来年度も 11 月初旬に開講を予定している。

（加藤） 

 

 

Ⅰ－７．参加費に関してお尋ねします。	 

Ⅰ－７－１)	 参加費は自分の得たものと比べて高過ぎますか。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

1 4 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

3 5 

 
 
 
 
Ⅰ－７－２)	 参加費からして，食事は満足できましたか。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

7 3 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

2 1 

 
 
 
 
Ⅰ－７－３)	 参加費からして，宿泊施設には満足している。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

3 10 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

0 0 
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Ⅰ－７－４)	 参加費をもっと高くしても食事と宿泊施設を	 

	 	 	 	 	 	 良くしてほしい。	 

①そう思う ②そう思わない 

１ 12 

 
 

 

 

 

Ⅰ－７－５)	 上の質問で「そう思う」と答えた方に	 

お尋ねします。参加費がどの程度までなら参加しますか。	 

①10,000～15,000 円 ②16000～20,000 円 

１ ０ 

③21,000～25,000 円 ④26,000～30,000 円 

０ ０ 

	 

	 

Ⅰ－７の結果に関する教員の分析 

・参加費が自分が得たものと比べて高すぎると答えた受講生は，4 割を占めたが，これは施設面だけでな

く，演習全体を考えたものと考えられる。演習への不満の分析については，各設問を参照されたい。 

・食事については，約 2 割の受講生が不満を持っているが，約 9 割の学生は，参加費からして妥当と受け

止めている。食事については，受講生の約７割が男性であったことから，量が足りなかったと思われる。し

かし，9 割の学生は，参加費が高くなることを望んでおらず，竹原ステーションから徒歩圏内にコンビニエ

ンスストアもあるため，来年度の食事の内容についても，現行のまま様子を見ることにする。（加藤） 

	 

	 

	 

	 

Ⅰ－８．フィールド演習全体について，感想を伺います。	 

Ⅰ－８－１)	 このフィールド演習の形式は通常の講義だけの	 

	 	 	 	 	 	 授業よりも，物事を考える上で，有意義である。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

9 4 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

0 0 

 
 
 
 

Ⅰ－８－２)	 この演習によって，フィールド科学の幅広さ	 

	 	 	 	 	 	 や面白さを知った。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

9 4 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

０ ０ 
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Ⅰ－８－３)	 この演習によって，農学系学問分野への理解	 

	 	 	 	 	 	 が深まり，視野を広く持てるようになった。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

3 9 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

1 0 

 
 
 
 

Ⅰ－８－４)	 この演習によって，自分なりに行動力や	 

	 	 	 	 	 	 積極性を高めることができた。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

2 11 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

0 0 

 
 
 
 
Ⅰ－８－５)	 この演習によって，これからの学習意欲が高まった。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

6 7 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

０ ０ 

 
 
 
 
Ⅰ－８－６)	 参加する前の期待度に比べて満足度はどうですか。 

①強く満足した ②まあまあ満足した 

6 7 

③あまり満足できない ④全く満足できなかった 

０ ０ 

 
 
 
 
 
 

Ⅰ－８－７)	 この演習を来年度以降も開講するのが良い。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

9 4 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

0 0 
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Ⅰ－８の結果に関する教員の分析 

・すべての受講生が本演習を通してフィールド科学に対する興味や関心が高まったと回答しており，ほと

んどが農水産業分野に対して理解を深め，視野が広がったと感じていた。 

・すべての受講生が，本演習への期待度を満足させたと回答している。本アンケートの回答で，養殖に関

する内容が複数見られたことからも，本演習は，非農学系の学生に，地元の農水産業について直接学べ

る，ほぼ唯一の機会を提供する演習として有効であったと考えられる。 

・8 割以上の受講生が，演習に参加して，自分なりに行動力や積極性を高めることができたと回答してい

る。初日に，グループ学習の意義や，自身の貢献について考えるよう，ガイダンスを行ったのが有効であ

ったと考えられる。（加藤） 
	 

	 

Ⅰ－９．その他	 

Ⅰ－９－１）この演習以外の「命の尊厳を涵養する食農フィールド科学演習」，「瀬戸内海の恵み

と現状を学ぶ洋上里海総合演習」の受講についてお尋ねします。	 

受講したことがありますか。	 

①受講したことがある ②受講したことがない 

2 9 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－９－２）受講した演習は何ですか。 

①「命の尊厳を涵養する

食農フィールド科学演習」 

②「瀬戸内海の恵みと現状

を学ぶ洋上里海総合演習」 

2 0 

 

 

 

 

 

Ⅰ－９－３）受講したいと思う演習は何ですか。 

①「命の尊厳を涵養する

食農フィールド科学演習」 

②「瀬戸内海の恵みと現状

を学ぶ洋上里海総合演習」 

3 6 

	 

 

 

 

 

Ⅰ－９－４)	 上記の本大学提供のフィールド演習について，参加した演習や参加してみたい演習

について、ご意見、ご感想をお書き下さい。	 

� 自然とふれあいたい。 

� 食農フィールドは一度応募して学科の人数制限で落ちたので、来年こそは参加してみたい。 

� 本物の牛や羊にふれあうことがなかったので、とても新鮮で楽しかった。 

� 豊潮丸に乗って演習したい。 

� 予定がつまっていてしんどかった。 

� 動物系の演習があれば参加してみたい。 
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Ⅰ－９の結果に関する教員の分析 

・拠点化にともなう農場，練習船の演習については，農場の演習を 2 割が受講しているほかは，未受講で

あった。しかし，7 割が今後受講してみたいと回答しており，水産実験所，農場，練習船，それぞれの演習

時に，ほかの演習についても宣伝を行うのは有効であると考えられた。（加藤） 

 

Ⅱ	 授業に関する質問	 

Ⅱ－１．この演習は，講義，実習，発表等から構成されています。	 

今回の講義に関する以下の質問にお答え下さい	 

Ⅱ－１－１)	 講義内容は，   

①よく理解できた ②まあまあ理解できた 

5 8 

③あまり理解できなかった ④全く理解できなかった 

０ ０ 

 
 
 
Ⅱ－１－２)	 講義の内容について教員や補助者に何回， 
	 	 	 	 	 質問をしたり，意見を述べたりしましたか。	 

①0 回 ②1～４回 

3 8 

③５回以上  

2 

 
 
 
Ⅱ－１－３)	 講義のノートやメモを取りましたか。 

①きちんと取った ②まあまあ取った 

1 7 

③あまり取らなかった ④全く取らなかった 

5 0 

 
 
 
 

Ⅱ－１－４)	 講義内容は，この授業全体や実習の意味や	 

	 	 	 	 	 	 目的，内容を理解させるものでしたか。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

6 6 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

1 0 

	 

	 

Ⅱ－１－５)	 講義のどのような部分が面白かったですか。	 

� 魚関連。 

� 自分でも知っていたところ＋αでいろいろな話が聞けたところ。 

� 竹原近海に限定していたので、理解が早く現場を見て更に深まるといった効果。 

� 知らない魚の知識を知れた。 

� 農業や水産の現状といったタイムリーな情報を聞くことができた。 

� 海洋学部なので、養殖の話が面白かった。 
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� 好きな魚類に関すること。 

� 魚の卵。 

� 学生同士の交流だけでなく、色んな大人と関われたこと。 

� 養殖のエサやカキの三倍体、瀬戸内のこと。 

� わかりやすかったとこです。 

� 学んで、その後実際に施設へ行って体験できるところ。浦田先生の授業の視点がおもしろかったで

す。 

 

Ⅱ－１－６)	 講義のどのような部分が理解しにくかったですか。	 

� 特にありません。 

� 特に無し。 

� 特にないです。 

� 理系の専門知識、用語（質問で解消）。 

� ○施のしくみなど。（集計者注：一字判読不能） 

� 本当に分からない所は、言葉自体の意味が分からなくなってしまう部分があった。 

� 各講義一つでも良いので、これだけは覚えて・・・といった目玉があればと感じた。 

� まったく分からない分野の内容。 

� 詳しい話やデータなどはまだ理解できないこともあった。 

� どれも分かりやすかった。 

� とくになし。 

� スライドのみ。 

 

II－１の結果に関する教員の分析 

・全ての受講生が，講義内容や，意味や目的，内容について理解できたと回答しており， 8 割以上の受

講生は，自ら質問したと回答するなど，主体的に参加したことが伺える。 

・講義の面白かった点としては，水産や養殖業，海洋生物について挙げられていた一方，難しかった点と

しては，専門用語が挙げられていた。これについては，講義方法の改善によって，理解度を向上させられ

ると考えている。（加藤） 

 

 

 

 

Ⅱ－２．今回の実習についてお尋ねします。	 

Ⅱ－２－１)	 実習は面白かったですか。	 	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

6 7 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

０ ０ 

 
 
 
Ⅱ－２－２)	 実習にどのように参加しましたか。 

①積極的に参加した ②まあまあ積極的だった 

3 7 

③あまり積極的でなかった ④全く積極的でなかった 

2 0 
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Ⅱ－２－３)	 実習の際，先生や実習補助者に何回，質問を	 

	 	 	 	 	 	 したり，意見を述べたりしましたか。	 

①0 回 ②1～４回 

1 １0 

③５回以上  

2 

 
 
 
Ⅱ－２－４)	 実習があることによって，講義内容	 

	 	 	 	 	 	 を理解できるようになりましたか。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

8 5 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

0 0 

 
 
Ⅱ－２－５)	 実習で面白かったのはどのような点ですか。	 

� 牡蛎打ち。 

� いろいろな立場の人の話を聞けたところ。 

� 牡蛎打ち体験ができたこと。 

� 魚の稚魚の観察。 

� 初めて牡蛎打ちをした。 

� 鮎の稚魚の観察。 

� テクニック。 

� 生物多様性（カキへの付着生物の多さ）。 

� 牡蛎打ち、栽培漁業センターの見学。 

� ほぼ全て面白かったですが、牡蛎打ち、栽培漁業センターなど普段できないことをできた点。 

� 色々な所へ行くことができたこと。 

� 牡蛎打ちができたところ。 

� 観光。 

� 今、その場所で何がどうなっているのかというような、普段過ごしていては分からないことが知れた。 

� 牡蛎打ち体験。講義よりも実践的で分かりやすい。 

 

Ⅱ－２－６)	 実習で改善してもらいたいのはどのような点ですか。	 

� 特に無し。 

� TA などの、相手方へのあいさつなど、礼儀、お礼。 

� もっと楽しい体験を増やしてほしい。 

� 休み時間をもう少し下さい。 

� グループ分け時に、女子を 2:2:0 くらいの分配をしてほしかった（全員が消極的で女子一人だけで心

身ともに息苦しく感じてしまったので）。 

� 虫メガネでも良いので、あれば理解が深まる。 

� もう少し見学の時間がほしかった。 

� 講義と実習の間に 5 分程度休息がほしかった。 

� 一回ごとの実習時間が短い気がしました。 

� 段取りが悪く、この実習ではこの後どうすればいいのか、何をする予定なのかよく分からないまま見

学していた。 

� 街並は、大学生はあまり興味が無いと思った。 
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II－２の結果に関する教員の分析 

・すべての受講生が実習が面白く，積極的に参加したと回答している。また，ほとんどの受講生が，実習

が講義内容を理解するのに効果的だったと回答している。 

・演習の進行については，初日ガイダンス時に，学生に詳細な予定表を配布している。演習担当の先生

が交代する際，次の予定についてアナウンスしてもらうと進行がスムーズかもしれない。 

・休み時間については，昨年度，長めに取って間延びした感があったため，短めに設定した。来年度は，

担当教員との細かな打ち合わせが必要と感じた。（加藤） 

 

 

Ⅱ－３．今回の発表会についてお尋ねします。	 

Ⅱ－３－１)	 これまでにも発表経験がありますか。	 

①ある ②ない 

9 4 

 
 
 
 

Ⅱ－３－２)	 発表は大変苦労した。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

5 7 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

１ 0 

 
 
 
 
 

Ⅱ－３－３)	 発表のチームワークはうまくできた。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

5 4 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

4 0 

 
 

 

 

 

 

Ⅱ－３－４)	 発表内容に満足している。 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

3 8 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

２ ０ 
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Ⅱ－３－５)	 発表のための基礎的な手法が身についた。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

4 7 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

2 ０ 

 
 

 

 

Ⅱ－３－６)	 発表をすることで，講義や実習内容	 

	 	 	 	 	 	 がより理解でき，有意義だ。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

8 5 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

0 ０ 

 
 

Ⅱ－３－７)	 発表会について良かった点を述べてください。	 

� 協力という言葉が身にしみた。 

� 2 班の発表の展開が面白くて参考になった。３班は個人の思ったことなど、視点が面白く提案も具体

的かつ現実的で良かった。 

� みんなでがんばれた。 

� 周りの意見を聞いて納得するところもあれば違うと思う部分もあった。色々な人の声を聞けたというこ

とが自分を成長させるという点で良かったと思う。 

� 班全体でまとまって行動できた点。 

� 班全体で協力プレイできた。 

� 知らない人と協力したことで仲良くなれた。 

� チームワークが良く、各自が夜遅くまで熱心に頭を使っていた。 

� スライドを使ったので、卒論発表の練習になった。 

� 15 分くらいという適度な時間で発表すること。 

� 今日知ったことを、もう一度まとめ直すことで、きちんと整理して頭に入れることができた。また、同じ

班になった人とよくしゃべれて楽しかった。 

� 同じ物を見て体験してきた人たちが、自分とは違う視点や考えだったことを知れて良かった。 

� 同じ体験に基づく、同じようなテーマの発表でも、色んな視点から捉えて分析することができると分か

って面白かった。 

 

Ⅱ－３－８)	 発表会で改善した方が良いと思われる点を述べてください。	 

� 発表の内容が不確定だったので、構想を練るのに苦労した。 

� 深夜まで起きていないとできないような状況。 

� 既定のグループごとでなく、それぞれの興味関心に応じて選別したグループごとで発表したかった。 

� 発表のリハーサルをできたら良かった。 

� スライド作成時間をもう少し長くとってほしい。 

� 意見が割れる時があった。 

� もう少し時間がいると思った。 

� 何でも良いから作って下さいという設定はそれなりに良い面があるが、ある程度は求められる課題を

設定したほうが良いのではないかと思う。 

� 特に無し。 

� なし。 

� 特に無し。 

� 長い。 
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II－３の結果に関する教員の分析 

・7 割の受講生に発表経験があったが，9 割以上が発表準備に苦労したと回答していた。しかし，8 割以上

の受講生は，発表内容に満足し，発表を経験することで，基礎的手法を身につけられたとしている。さら

に，すべての受講生が，発表を体験することは演習理解のために有効と感じている。 

・チームワークについては，3 割の受講生が不満を持っているが，発表準備でメンバーと話し合いができ

たことを利点と感じている意見が複数ある。おそらく，発表作成に際し，チームワークをしやすくする誘導

などの工夫が必要と思われる。 

・演習の発表内容は，他の演習では，見学・観察したことを順に話す方式をとり，どの班もほとんど変わら

ない発表になる傾向がある。そのため，本演習では，はじめに発表内容（本演習では，演習内容を踏まえ

た「瀬戸内の将来像」について考察する）の方針を具体的に決めるところから班に委ねたため，各班で非

常に個性のある発表となった。しかし，限られた作成時間の中で，演習が生きる学習効果を出すには，上

記チームワークも考慮しての誘導が必要と感じた。（加藤）	 

	 

	 

Ⅱ－４．今回のフィールド演習全体のことについてお尋ねします。	 

Ⅱ－４－１)	 受講したフィールド演習は理解しやすかった。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

7 6 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

０ ０ 

 
 
 
 

Ⅱ－４－２)	 	 受講したフィールド演習は有意義であった。	 	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

7 6 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

０ ０ 

 
 
 

 

Ⅱ－４－３)	 今回の演習を受講してこの分野について	 

	 	 	 	 	 	 もっと知りたくなった。	 

①強くそう思う ②まあまあそう思う 

5 7 

③あまりそう思わない ④全く思わない 

1 ０ 

 
 

 

 

Ⅱ－４－４)	 あなたは、どのような点で班での学習や、他の受講者の理解に貢献したと思うかご

記入下さい。 

� 地元が近く、竹原や大崎上島のことも良く知っていたので、実習で見なかった部分や、最近からちょ

っと前のことなどの話題を提供できた。 

� 発表で使うであろう写真を多く撮った。まとめの内容でコメントした。発表する物の用意を手伝った。 

� 発表する物の用意を手伝った。 

� 実習に積極的に参加した。 
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� カキの養殖した際に他のカキが着かないのかを質問した。自分が気づいたことを他の受講者に話し

た。 

� 朝に起きて他の受講者とスライドを作っていた。他の受講者が知らなかった Power Point のやり方を

発表に入れた。 

� 実習に積極的に参加し、班員と協力してできた。 

� 発表準備で自分の意見などをきちんと伝えることができた。 

� 興味の対象を設定して、そこでの問題や提案を一つ一つ取り上げ、項目を増やしていき、質問と提

案を繰り返しながら全体構成を作り上げていった。 

� 主催大学側なので、極力先頭に立てるようにした（集団行動など）。 

� スライド作りなど意見をまとめた。 

� 発表の準備を皆の意見を聞きながらできました。 

� とにかく「対話」を大事にした。 

� 自分が分からないこと、分からないけど内に秘めている周囲の声を、その都度質問して消化できた。 

� 他の受講者との協力があまりできないとこがあり、反省している。 

� 集団行動においては、積極的に動けたと思う。 

 

Ⅱ－４－５)	 Ⅱの設問で答えた以外で、この演習についての良い点や改善すべき点等があればご

記入下さい。 

� 休息時間が実習と講義の間にあまりなく、少しハードだった。 

� 講義以外の雑談でも、先生方の話を聞くことができて楽しかったです。三泊四日ありがとうございまし

た。 

� 自分には関わることの無い分野だったので、とても興味深く、いろいろと知ることができました。 

� 関わることの無い分野の人間でもよく分かるような講義内容だったので、とても助かりました。楽しかっ

たです。ありがとうございました。 

� I ターンで大崎上島町に来られた森さんの話が最もインパクトがあった（人の生き方として）。 

� 休息が無いため、疲れがたまる（講義→バス→実習→講義など）。 

� TA の指導不足（日程を把握していない。受講者と同じ立場になっている）。 

� 食事当番制にするなど、人まかせにさせない工夫が必要。 

� 他大学と交流できることは良い刺激になると思います。 

� 参加者がもう少し増えたら・・・。 

� 応募時に参考にする情報の欄に、視覚的にイメージしやすく写真が掲載されていると、参加意欲が

向上すると予想。 

� 男女の入浴場は別々であってほしい。 

� 特に無し 

 

II－４の結果に関する教員の分析 

・	 ほぼすべての受講生が，演習が理解しやすく，有意義で，学習意欲も湧いたと回答している。受講生

にとって，演習内容に加え，他大学学生との交流も，概ね満足できた演習であったと言える。ただし，

圧倒的多数が理系であったため，講義・実習内容などで，文系学生に対する配慮が十分でなかった

可能性がある。 

・	 入浴に関しては，ちょうど，研究のため実験所に滞在するグループがあったため，シャワー室を時間

交代制にした。しかし，今回は男女とも 10 名以下であったが，今後，この実習の受講生が合計で 20

名程度に達する際は，演習を優先し，研究利用は遠慮していただく必要がある。 

・	 朝食の準備は，毎朝宿直した教員が調理せざるを得ないため，今年度は当番制にはしなかった。来

年度は，朝食を簡素化して，調理の必要のない食材のみの提供とし，各班持ち回りでセッティングす

ることにしたい。（加藤） 
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４．国際共同利用  

	 国際共同利用として、Burapha Universityから JSPS論博事業のための利用があった。また、
INU 国際サマースクールの環境分野講義並びに磯採集（参加者国籍：イギリス、オーストリア、

アメリカ、コロンビア、イラン、アフガニスタン、メキシコ、インドネシア、オーストラリア、

ブータン、ベトナム、モンゴル、日本；学生 18名、1日、延べ 18名）、AIMSプログラムによる
交換留学生の実習を実施した（参加者国籍：タイ；学生 5名、1日、延べ 5名）。 
 

	 

INU 国際サマースクール	 

からぬす丸船上	 

（8 月 3 日）	 

	 

	 

INU 国際サマースクール	 

環境分野講義	 

（8 月 3 日）	 

	 

	 

AIMS プログラム交換留学生	 

スノーケリング講習	 

（9 月 17 日）	 
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５．その他特色ある取組  

（1）   本年度の取組の概要 
	 本拠点施設における平成 26年度の教育利用の取組は下記の通りである。これらの全てに対して、
本ステーションのフィールド施設としての利点を生かした人的、物的な支援を行った。 
 

実習名 *1 所属名 
開催 

期間 

参加者数 *2 

教員 学生等 延べ数 

竹原市理科教員研修会 竹原市教職員 6/18 9   9 

水生生物勉強会 
高知大，神戸大，京都大，奈良女子大，九

州大，近畿大，広島大 
7/5-6   15 30 

米子高等専門学校臨海実習

（物質工学実験Ⅱ） 
米子工業高等専門学校 7/14-16 4 41 123 

瀬戸内海の水産物を利用した

高校生対象の食育教育 
広島県内の高校生 7/19-21 6 21 81 

竹原市「海の生き物観察体験」 竹原市内小学生 7/23   32 32 

竹原市「海の生き物観察体験」 竹原市内中学生 7/25   19 19 

INU 国際サマースクール 世界各地域 大学院生 8/3 8 18 26 

広島大学附属高校竹原実習 広島大学附属高校 8/22 2 16 18 

宇部・米子高専合同水族セミナ

ー 

米子工業高等専門学校，宇部工業高等専

門学校 
8/27-29 3 19 66 

広島修道大学マインド形成特

殊実習 
広島修道大学 9/2-4 5 14 57 

ベントス学会若手の会 
東京大，北海道大，水産大学校，鳥取大，

奈良女子大，三重大，東北大，鹿児島大 
9/7-8 9 9 36 

AIMS プログラム スノーケリン

グ体験 
タイの大学生 9/17 2 5 5 

大崎上島町食文化海藻塾 大崎上島町民 9/25   14 14 

*1 本拠点が提供する 3 演習を除く  
   

*2 本施設所属教員、学生を除く。  
   

 
	 特記すべき点として下記の三点があげられる。 
・	 昨年度に引き続き、小中学生対象の一般公募型体験学習会「海の生き物観察体験」を竹原市

との共催で実施した。本年度は新たに間隙生物の観察を学習内容に取り入れた。 
・	 大崎上島町食文化海藻塾の研修会を新たに開催した。大崎上島町で、海藻を使った伝統料理

の普及啓発や磯の観察会を行っている食文化海藻塾の方々に、大崎上島周辺の海藻の分類・

生態，他地域の地方特産海藻食品の事例について紹介し、実習室で海藻の観察を行った。 
・	 新たに米子高等専門学校の臨海実習が開始され、他大学、高専の実習利用は昨年度より一件

増加となった（本実習については、(3)にアンケートの結果を示す）。 
 
共同研究などの研究目的での利用は以下のとおりである。広島大学（大学院工学研究科、大学

院教育学研究科）、静岡大学、京都大学、東京大学、名古屋大学、東北大学、北海道大学、福井県

立大学、北里大学、水産大学校、Burapha University、瀬戸内海区水産研究所、国立科学博物館、
目黒寄生虫館、宇部工業高等専門学校、米子工業高等専門学校、西条農業高校、県立広島西特別

支援学校、新江ノ島水族館など。これに伴い、他大学教員が引率する学生の卒論等の研究のため

の利用もあった。 
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（2）   実習等風景  

  

	 	 竹原市「海の生き物観察体験」（7/23）	 	 	 竹原市「海の生き物観察体験」（7/25）	 

	 

	 	 

	 	 食文化海藻塾研修会での講義（9/25）	 	 	 	 食文化海藻塾研修会での観察会（9/25）	 

	 

	 	 

	 竹原市理科教員研修会での採集（6/18）	 	 	 	 竹原市理科教員研修会での観察（6/18）	 
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	 	 米子高専臨海実習での講義（7/14）	 	 	 	 	 	 米子高専のハチ干潟での実習（7/14）	 	 

	 

	 	 

	 広大附属高校竹原実習	 賀茂川河口（8/22）	 	 	 広大附属高校竹原実習	 賀茂川河口（8/22）	 	 

	 

	 	 

	 広島修道大学実習	 からぬす丸船上（9/3）	 	 	 広島修道大学実習	 生野島植生調査（9/3）	 
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（3）   利用者によるアンケート評価  

米子高専臨海実習 アンケート回答者数：40 名 

 

【1】	 受講した感想を，選択肢の中からいくつでも選んでレ印を付けてください。 
 

 
【2】	 上記の感想などを踏まえ，講演/講義の満足度を選択肢の中から１つ選び，番号に○印を

つけて下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【3】実習に関する意見・質問や要望があれば書いてください。 
・	 実際に様々な生物に触れることができ，とても楽しかったです。 
・	 新しいことがたくさん知れて楽しかった。 
・	 干潟の生物について興味が深まった。 
・	 ウミホタルがきれいでした。酵素のはたらきってすごいなと思いました。 
・	 シュノーケリングはやり方難しかったです。 
・	 ハチの干潟にたどり着くのが大変だった。楽しかった。 
・	 食事のお皿などは全部使い捨てするべきです。レポート作成の時間がもっとほしいです。 
・	 3日間ありがとうございました。 
・	 スケッチの時間がもっと欲しかった。 
・	 いつもの実験とは異なり，楽しく生態系の知識を深めることができました。 
・	 レポート書く時間が欲しい。 
・	 ガチガチとした実習もよいが，たまにはこういう息抜きもできる研修もよいと思った。とても

満足です。 
 
結果に関する本施設教員の分析 

・	 一部講義と実習を本施設の教員が提供したが、「分かりやすい」「新たな専門的情報が得られた」とす

る評価が半数以上の学生から得られており、要望にマッチした内容を提供できたものと判断される。 

・	 講演と講義の満足度は、「とても良かった」「まあ良かった」が 97％と高く、おおむね好評であったと判

断される。 
・	 実習の時間配分や進め方については、時間不足の声もあり、検討の余地もあると思われる。（浦田） 

分かりやすい内容だった	 27	 

役に立つ内容だった	 18	 

専門的な知識をさらに深められた	 10	 

新しい専門的な情報を得られた	 23	 

一般教養的な知識に幅が広がった	 12	 

特にない	 1	 

その他（講義，実習以外の場面でも先生の話が聞けいろいろなことを知れた。）	 1	 

とても良かった	 31	 

まあ良かった	 8	 

どちらとも言えない	 1	 

あまり良くなかった	 0	 

まったく良くなかった	 0	 
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６．広報活動  

（１）   施設ホームページ  

	 平成 26年 1月より全面的にリニューアルした本施設のホームページを随時更新し、本施設の利
用案内と活動報告を積極的に推進した。また、サイドメニュー「瀬戸内海の生き物」に、新たに

水中カメラ画像メニューを追加し、近隣海域の情報提供をさらに充実させた（下左、中）。この写

真撮影には、本事業により今年度新たに導入された高性能の水中撮影装置（オリンパス E-PL6、
防水プロテクタ PT-EP10、水中フラッシュ UFL-2）が活用された（下右）。 
 

 
 
  

（２）   その他広報活動  

「瀬戸内の農水産業を学ぶ総合演習」につ

いては、昨年度に新規開講した公募型授業で

あり、学生一般の認知を高める必要があると

考えられたため、演習実施を告知する A2 サ
イズのポスター（右図）を作成した。本ポス

ターを教育ネットワーク中国事業参加校２６

校など関係個所に送付し、掲示を依頼した。

また、福山大学向け及び学内向けには、本ポ

スターに必要情報を追記したものを作成し、

送付、掲示した。 
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（３）   マスメディアによる報道  

本年度の「臨海資源科学演習」は、中国新聞社による取材を受け、8月 16日付の同紙紙面にお
いて写真とともに紹介された（下）。記事では本演習の様子を伝えた他、本施設の概要も紹介され

た。また教育利用に関する情報や問い合わせ先も明記され、本施設の教育拠点としての役割を一

般に示すとともに、積極的な利用を促した。 
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１．共同利用の概要  

  

課題名 概要 

単位互換のある他大学向け演習（3 科目） 

開講 

他大学農学系非水産学専攻の学生に対して里海に関する構

造と機能を学ぶためのフィールド教育を実践。 

他大学の実施する里海フィールド学の 

支援 

水産実験所を有しない他大学が実施する里海フィールド学関

連教育の支援。瀬戸内海をフィールドとする他大学の教育活

動全般の支援。 

水産実験所及び周辺海域を利用した 

地域啓発活動 

地域住民（小中高生も含む）に対して，大学附属水産実験所

の教育研究における役割・社会への貢献，里海フィールド学

の紹介などを実施。 
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２．利用状況  

	 本年度の本拠点施設の利用者数は、下記の通りであった。所属機関数、利用人数ともに昨年度より

増加した（昨年度の所属機関数 46，利用人数 523）が、延べ人数は減少した（昨年度 4965）。延べ人数

の減少については、本年度は大型台風接近の影響で実習期間の短縮や一部中止があったこと、また本

集計には 3月分が含まれていないことが影響していると考えられる。	 

  

区 分 
平成２６年度（2 月 28 日迄） 

備 考 
所属機関数 利用人数 延べ人数 

学内（法人内） 14  358  3514    

国立大学 27  110  338  

公立大学 1  3  6  

私立大学 4  35  121  

大学共同利用機関法人 0  0  0  

民間・独立行政法人等 4  14  31  

外国の研究機関 8  21  98  

（うち大学院生） (15) (62) (1698) 

計 58  541  4108  
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・   連携協議会  

 
	 平成２６年１１月２６日に連携協議会を開催した。 
審議した協議・報告事項は以下のとおりである。 

 
日	 時：	 平成２６年１１月２６日（水）１５：３０～１７：００ 
場	 所：	 広島大学生物圏科学研究科第一会議室（C１０８） 
出席者：	 ＊入船（県立広島大学生命環境学部長），川野（エリザベト音楽大学学長），長谷川 
	 	 	 	 （農林水産省中国四国農政局次長），松岡（広島県立総合技術研究所所長），小谷（(独) 
	 	 	 	 	 水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所長），前田（センター長），谷田（教授）， 
	 	 	 	 	 ＊大塚（教授），藤岡（副研究科長・総務担当）（＊は代理が出席） 
代理出席：五味（県立広島大学生命環境学部附属フィールド科学教育研究センター長）， 
	 	 	 	 	 浦田（特任助教） 
陪席者：	 植松（研究科長），黒川（准教授），加藤（助教），和田（支援室），清戸（共通事

務室），杉谷（共通事務室），田中（支援室） 
 
 
（１）西条ステーション（農場）における共同利用の取組について 

 
ａ）他大学生への提供科目について 
 
ｂ）他大学講義等の一部による利用について 

 
 
（２）竹原ステーション（水産実験所）における共同利用の取組について 

 
ａ）他大学生への提供科目について 
 
ｂ）他大学講義等の一部による利用について 

 
 
（３）その他 
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附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター連携協議会委員名簿 
（平成２７年３月現在） 

 

所	 	 	 	 	 	 	 属 役	 	 	 職 氏	 	 	 	 名 任	 	 	 期 

フィールドセンター（併任） センター長 前田 照夫  

フィールドセンター（併任） 副センター長 中井 敏博  

フィールドセンター 
西条ステーション（農場） 教授 谷田	 創 ～平成28.3.31 

フィールドセンター 
竹原ステーション（水産実験所） 教授 大塚	 攻 ～平成28.3.31 

生物圏科学研究科 副研究科長 (総務
担当) 藤岡 孝男  

県立広島大学 生命環境学部長 入船 浩平 ～平成 28.3.31 

エリザベト音楽大学 学長 川野 祐二 ～平成28.3.31 

農林水産省中国四国農政局 次長 長谷川	 博章 ～平成28.3.31 

広島県立総合技術研究所 所長 松岡	 孟 ～平成28.3.31 

独立行政法人 
水産総合研究センター 
瀬戸内海区水産研究所 

所長 小谷	 祐一 ～平成 28.3.31 
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１．教育拠点に関する法令  

（１）   教育関係共同利用拠点制度について  
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（２）   学校教育法施行規則（抜粋）  

         （昭和22年5月23日文部省令第11号，平成21年9月1日施行）  

  
	 	 	 	 （略） 
 
	 	 	 第9章	 大学  
	 	 	 第1節	 設備，編制，学部及び学科  
第142条	 大学（大学院を含み，短期大学を除く。以下この項において同じ。）の設備，編制，学
部及び学科に関する事項，教員の資格に関する事項，通信教育に関する事項その他大学の設置

に関する事項は，大学設置基準（昭和31年文部省令第28号），大学通信教育設置基準（昭和56
年文部省令第33号），大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）及び専門職大学院設置基準
（平成15年文部科学省令第16号）の定めるところによる。 

2	 短期大学の設備，編制，学科，教員の資格，通信教育に関する事項その他短期大学の設置に関
する事項は，短期大学設置基準（昭和50年文部省令第21号）及び短期大学通信教育設置基準（昭
和57年文部省令第3号）の定めるところによる。 
第143条	 教授会は，その定めるところにより，教授会に属する職員のうちの一部の者をもつて構
成される代議員会，専門委員会等（次項において「代議員会等」という。）を置くことができ

る。 
2	 教授会は，その定めるところにより，代議員会等の議決をもつて，教授会の議決とすることが
できる。 
第143条の2	 大学における教育に係る施設は，教育上支障がないと認められるときは，他の大学
の利用に供することができる。 

2	 前項の施設を他の大学の利用に供する場合において，当該施設が大学教育の充実に特に資する
ときは，教育関係共同利用拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。 
第143条の3	 大学には，学校教育法第96条の規定により大学に附置される研究施設として，大学
の教員その他の者で当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させ

るものを置くことができる。 
2	 前項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものは，共同利用・共同研究拠点として文
部科学大臣の認定を受けることができる。 

 
	 	 	 	 （略） 
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（３）   教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程  

         （平成21年8月20日文部科学省告示第155号）  
 
（趣旨） 
第1条	 学校教育法施行規則（以下「規則」という。）第143条の2第2項の規定に基づく教育関係
共同利用拠点の認定その他の教育関係共同利用拠点に関する事項については，この規程の定め

るところによる。 
（認定の基準） 
第2条	 規則第143条の2第2項に規定する教育関係共同利用拠点（以下「拠点」という。）の認定
の基準は次のとおりとする。 
	 (1)	 学生に対する教育，学生の修学等の支援，教育内容及び方法の改善その他大学における教

育に係る機能を有する施設であって，大学教育の充実に特に資すると認められるものである

こと。 
	 (2)	 拠点の認定を受けようとする施設（以下「申請施設」という。）が，他の大学の利用に供

するものとして大学の学則その他これに準ずるものに記載されていること。 
	 (3)	 申請施設の運営について権限を有する者の諮問に応じ，共同利用の実施に関する重要事項

について審議する機関として，次に掲げる委員で組織する委員会（この条及び次条において

「運営委員会」という。）を置き，イの委員の数が運営委員会の委員の総数の2分の1以下であ
ること。 

	 イ	 当該申請施設の職員 
	 ロ	 当該共同利用に係る事項に関し学識経験を有する者 
	 ハ	 その他申請施設の運営について権限を有する者が必要と認める者 
	 (4)	 申請施設を利用する大学を広く募集するものであること。 
	 (5)	 申請施設の種類等に応じ，共同利用に必要な設備及び資料等を備えていること。 
	 (6)	 申請施設を利用する大学に対し，申請施設の利用に関する技術的支援，必要な情報の提供
その他の支援を行うための必要な体制を備えていること。 

	 (7)	 申請施設の利用の方法及び条件，利用可能な設備及び資料等の状況，申請施設における教
育の成果その他の共同利用に関する情報の提供を広く行うものであること。 

	 (8)	 申請施設の種類等に応じ相当数の大学の利用が見込まれること。 
（認定の申請） 
第3条	 申請施設を置く大学の学長は，申請書に次に掲げる書類を添えて，文部科学大臣に申請す
るものとする。 
	 (1)	 拠点の認定を受ける趣旨及び必要性を説明する書類 
	 (2)	 学則その他これに準ずるもので申請施設の位置付けを記載しているもの 
	 (3)	 申請施設の名称，目的，所在地その他の概要を説明する書類 
	 (4)	 運営委員会の規則及び名簿 
	 (5)	 申請施設を利用する大学の募集及び決定の方法を説明する書類 
	 (6)	 申請施設の設備及び資料等の状況を説明する書類 
	 (7)	 申請施設を利用する大学に対する支援の体制を説明する書類 
	 (8)	 申請施設に関する情報提供の内容及び方法を説明する書類 
	 (9)	 その他第2条に規定する基準に適合することを説明する書類 
（認定の手続） 
第4条	 文部科学大臣は，前条の申請があった場合には，当該申請に係る認定をするかどうかを決
定し，当該申請をした大学の学長に対し，速やかにその結果を通知するものとする。 

2	 文部科学大臣は，前項の認定を行う場合において，その有効期間を定めるものとする。 
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（変更及び廃止等の届出） 
第5条	 拠点の認定を受けた施設を置く大学の学長（以下「学長」という。）は，次に掲げる場合
には，あらかじめ，その旨を文部科学大臣に届け出るものとする。 
	 (1)	 当該施設の名称，目的又は所在地を変更しようとするとき。 
	 (2)	 当該施設を廃止しようとするとき。 
	 (3)	 当該施設を共同利用に供することをやめようとするとき。 
（文部科学大臣への報告等） 
第6条	 学長は，毎年度，当該年度における共同利用の実施計画を定め，当該年度の開始前に，文
部科学大臣に提出するものとする。 

2	 学長は，毎年度終了後3月以内に，当該年度における共同利用の実施状況を取りまとめ，文部
科学大臣に提出するものとする。 

（認定の取消し） 
第7条	 文部科学大臣は，拠点が第2条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき又は第5
条第2号若しくは第3号の届出を受けたときは，認定を取り消すことができる。 

（認定等の公表） 
第8条	 文部科学大臣は，拠点の認定をし，又はこれを取り消したときは，インターネットの利用
その他適切な方法により，その旨を公表するものとする。 
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（４）   学校教育法施行規則の一部を改正する省令及び教育関係共同利用拠

点の認定等に関する規程の施行について（通知）  
	 

	 

２１年文科高第３８号 
平成２１年８月２７日 

各国公私立大学長 
大学を設置する各地方公共団体の長 
各公立大学法人の理事長	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 殿 
大学を設置する各学校法人の理事長 
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 
放送大学学園理事長 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 文部科学省高等教育局長 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 德	 永	 	 	 保 

 
学校教育法施行規則の一部を改正する省令 

及び教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程の施行について（通知） 
 
	 このたび，別添１とおり，学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成２１年文部科学省

令第３０号）が，また，別添２のとおり，教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程（平成２

１年文部科学省告示第１５５号）が，それぞれ平成２１年８月２０日に公布され，平成２１年９

月１日から施行されることとなりました。 
 
	 今回創設される教育関係共同利用拠点制度は，多様化する社会と学生のニーズに応えつつ質の

高い教育を提供していくために，各大学の有する人的・物質資源の共同利用等を推進することで

大学教育全体として多様かつ高度な教育を展開していく大学の取組を支援するものです。 
	 既に教育課程の共同実施制度や学術研究分野における共同利用・共同研究拠点制度が施行され

ているところですが，各大学におかれては，下記に示す今回の新たな制度の詳細について十分ご

了知いただき，同制度をご活用いただくようお願い致します。 
 
	 なお，文部科学大臣への申請様式や対象施設，施設の種類等に応じた認定基準等，申請手続き

にあたり必要な事項や今後の申請スケジュール等については，別途お知らせします。 
 

記 
第１	 学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成２１年文部科学省令第３０号）の概要 
（１）	 大学における教育に係る施設は，教育上支障がないと認められるときは，他の大学の利

用に供することができること。（第143条の2第1項関係） 
（２）	 （１）の施設を他の大学の利用に供する場合において，当該施設が大学教育の充実に特

に資するときは，教育関係共同利用拠点（以下「拠点」という。）として文部科学大臣の認定

を受けることができること。（第１４３条の２第２項関係） 
 
第２	 教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程（平成２１年文部科学省告示第１５５号）の

概要 
（１）	 趣旨（第１条関係） 
	 	 	 	 拠点の認定その他の教育関係共同利用拠点に関する事項については，この規程の定める

ところによること。 
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（２）	 認定基準（第２条関係） 
	 	 	 	 拠点の認定の基準は次の①～⑧の要件に適合するものであること。 
	 	 ①	 学生に対する教育，学生の修学等の支援，教育内容及び方法の改善その他大学における

教育に係る機能を有する施設であって，大学教育の充実に特に資すると認められるもので

あること。（第１号）	 

	 	 ②	 拠点の認定を受けようとする施設（以下「申請施設」という。）が，他の大学の利用に

供するものとしで大学の学則その他これに準ずる学内規程等に記載されていること。新設

の施設の場合にあっては，当該施設が設置された際に学内でどのような位置づけを有する

のか明らかにすること。（第２号）	 

	 	 ③	 開かれた運営体制を確保し，幅広い意見を拠点の運営等に反映させれるため，申請施設

の運営について権限を有する者の諮問に応じ，共同利用の実施に関する重要事項について

審議する機関として，次に掲げる委員で組織する運営委員会を置いていること。また，そ

の際，イの委員の数が運営委員会の委員の総数の２分の１以下であること。なお，「申請

施設の運営について権限を有する者」に具体的に該当する者については，各大学において

実態に即して判断することとする。また，ロの委員については，学外者であることが望ま

しいこととする。（第３号）	 

	 	 	 イ	 当該申誇施設の職員	 

	 	 	 ロ	 当該共同利用に係る事項に関し学識経験を有する者	 

	 	 	 ハ	 その他申請施設の運営について権限を有する者が必要と認める者	 

	 	 ④	 申請施設を利用する大学を広く募集するものであること。なお，近隣の大学のみによる

共同利用も許容されることとする。また，当該施設を利用する機関は大学のみに限定され

るものではなく，各大学の判断で，大学以外に高等専門学校や専門学校等にも拠点の利用

を認めることができるものであることとする。（第４号）	 

⑤	 申請施設の種類等に応じ，共同利用に必要な設備，要件及び資料，データベース等を備

えていること。（第５号）	 

	 	 ⑥	 申請施設を利用する大学に対し，申請施設の利用に関する技術的支援，必要な情報の提

供その他の支援を行うための必要な体制を備えていること。（第６号）	 

	 	 ⑦	 より多くの大学の利用を図り，成果を広く発信するという観点から，申請施設の利用の

方法及び条件，利用可能な設備及び資料等の状況，申請施設における教育の成果その他の

共同利用に関する情報の提供を広く行うものであること。（第７号）	 

	 	 ⑧	 申請施設の種類等に応じ相当数の大学の利用が見込まれること。なお，望ましい具体的

な利用大学数については，申誇施設の種類等に応じて判断することとする。（第８号）	 

	 

（３）	 認定の申誇（第３条関係）	 

	 	 	 	 申請施設を置く大学の学長は，申請書に次の①～⑨の書類を添えて，文部科学大臣に申

請すること。	 

	 	 ①	 拠点の認定を受ける趣旨及び必要性を説明する書類（第１号）	 

	 	 ②	 学則その他これに準ずるもので申請施設の位置付けを記載しているもの（第２号）	 

	 	 ③	 申請施設の名称，目的，所在地その他の概要を説明する書類（第３号）	 

	 	 ④	 運営委員会の規則及び名簿（第４号）	 

	 	 ⑤	 申請施設を利厚する大学の募集及び決定の方法を説明する書類（第５号）	 

	 	 ⑥	 申請施設の設備及び資料等の状況を説明する書類（第６号）	 

	 	 ⑦	 申請施設を利用する大学に対する支援の体制を説明する書類（第７号）	 

	 	 ⑧	 申請施設に関する情報提供の内容及び方法を説明する書類（第８号）	 

	 	 ⑨	 その他第２条に規定する基準に適合することを説明する書類（第９号）	 
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（４）	 認定の手続（第４条関係）	 

	 	 	 	 文部科学大臣は，申請があった場合には，当該申請に係る認定をするかどうかを決定し，

当議申請をした大学の学長に対し，速やかにその結果を通知するものとすること。また，

当該認定を行う場合において，その有効期間を定めるものとすること。なお，有効期間に

ついては，各施設ごとに認定の際に判断することとする。	 

（５）	 変更及び廃止等の届出（第５条関係）	 

	 拠点の認定を受けた施設を置く大学の学長（以下「学長」という。）は，次に掲げる湯

合には，あらかじめ，その旨を文部科学大臣に届け出るものとすること。	 

	 	 ①	 当該施設の名称，目的又は所在地を変更しようとするとき。	 

	 	 ②	 当該施設を廃止しようとするとき。	 

	 	 ③	 当該施設を共同利用に供することをやめようとするとき。	 

（６）	 文部科学大臣への報告等（第６条関係）	 

	 	 	 	 学長は，毎年度，当該年度における共同利用の実施計画を定め，当該年度の開始前に，

文部科学大臣に提出するものとすること。また，学長は，毎年度終了後３ヶ月以内に，当

該年度における共同利用の実施状況を取りまとめ，文部科学大臣に提出するものとするこ

と。	 

（７）	 認定の取消し（第７条関係）	 

	 	 	 	 文部科学大臣は，拠点が（２）に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき又は（５）

②若しくは③の届出を大学から受けたときは，認定を取り消すことができること。	 

（８）	 認定等の公表（第８条関係）	 

	 文部科学大臣は，拠点の認定をし，又はこれを取り消したときは，インターネットの利

用その他適切な方法により，その旨を公表するものとすること。	 

（９）	 施行期日（附則関係）	 

	 	 	 	 教育関係共同利用拠点制度は，平成２１年９月１日から実施するものであること。	 
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２．共同利用に関する広島大学の規則  

（１）   瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター内規  

 
平成16年4月1日 
	 研究科長決裁 

	 改正：平成18.3.6，平成19.3.5，平成22.3.8，平成24.5.21，平成24.9.24 

	 (趣旨) 
第1条	 この内規は，広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第2項の規定に基づき，広島
大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター(以下「センター」
という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

	 (目的) 
第2条	 センターは，中国・四国の中山間地から瀬戸内海にわたる瀬戸内圏を主たる対象としたフ
ィールド科学の教育研究拠点として，環境と調和した持続的生物生産，健康で豊かな食の創成

及び循環型社会システムの構築を行うとともに，地域と国際社会に貢献することを目的とする。 
2	 センターは，学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第10号)第143条の2に基づき，他
の大学等の利用に供することができる。 

	 (部門) 
第3条	 センターに，前条の目的を達成するため，次に掲げる部門を置く。 
	 (1)	 陸域生物圏部門 
	 (2)	 海域生物圏部門 
	 (3)	 食資源機能開発部門 
	 (4)	 動植物精密実験部門 
	 (ステーション) 
第4条	 センターに，第2条の目的を達成するために実地に行う施設として，次に掲げるステーシ
ョンを置く。 

	 (1)	 西条ステーション(農場) 
	 (2)	 竹原ステーション(水産実験所) 
	 (組織) 
第5条	 センターに，次の職員を置く。 
	 (1)	 センター長 
	 (2)	 副センター長 
	 (3)	 部門長 
	 (4)	 専任教員 
	 (5)	 兼担教員 
	 (6)	 技術職員 
	 (7)	 その他必要な職員 
2	 センターに，前項に掲げるもののほか，研究員又は客員研究員を置くことができる。 
第6条	 センター長は，センターの業務を掌理する。 
2	 センター長の選考については，別に定める。 
第7条	 副センター長は，センター長の職務を補佐し，センターの業務を処理する。 
2	 副センター長は，広島大学大学院生物圏科学研究科(以下「研究科」という。) の教員のうちか
ら広島大学大学院生物圏科学研究科長(以下「研究科長」という。)が任命する。 

3	 副センター長の任期は，センター長の任期を超えないものとする。 
第8条	 部門長は，センターの教員のうちから研究科長が任命する。 
2	 部門長は，センター長を補佐し，当該部門に所属する技術職員への業務を指示するとともに，
部門の業務を処理する。 
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3	 部門長の任期は，2年とし，再任を妨げない。ただし，部門長が辞任を申し出たとき又は欠員
となったときの後任者の任期は，その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末
日までとする。 

第8条の2	 兼担教員は，研究科の教員のうちから第11条に定める広島大学大学院生物圏科学研究
科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター運営委員会の推薦に基づき，研究科長が任命

する。 
2	 兼担教員の任期は，2年とし，4月1日の任命を常例とする。ただし，4月2日以降に任命された
兼担教員の任期は，その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までと
する。 

3	 兼担教員の再任は，妨げない。 
第8条の3	 技術職員は，広島大学技術センターから配属された職員をもって充てる。 
第9条	 研究員は，本学の教員のうちから第11条に定める広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬
戸内圏フィールド科学教育研究センター運営委員会の推薦に基づき，研究科長が委嘱する。 

2	 研究員の任期は，2年とし，4月1日の委嘱を常例とする。ただし，4月2日以降に委嘱された研
究員の任期は，その委嘱された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。 

3	 研究員の再任は，妨げない。 
第10条	 客員研究員は，学外の研究者及び教育関係者のうちから次条に定める広島大学大学院生
物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター運営委員会の推薦に基づき，研

究科長が委嘱する。 
2	 客員研究員の任期は，2年とし，4月1日の委嘱を常例とする。ただし，4月2日以降に委嘱され
た客員研究員の任期は，その委嘱された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日ま
でとする。 

3	 客員研究員の再任は，妨げない。 
	 (運営委員会) 
第11条	 センターに，センターの管理運営等に関する事項を審議するため，広島大学大学院生物
圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」と
いう。)を置く。 

2	 運営委員会に関し必要な事項は，別に定める。 
(連携協議会) 

第11条の2	 センターに，センターの共同利用の実施に関する事項を審議するため，広島大学大学
院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター連携協議会(以下「連携協議
会」という。)を置く。 

2	 連携協議会に関し必要な事項は，別に定める。 
(部門会議) 

第11条の3	 部門に,当該部門の取組について検討するため,部門会議を置く。 
2	 部門会議は,次に掲げる者で組織する。 
	 (1)	 部門長 
	 (2)	 当該部門に関係する教員 
	 (3)	 当該部門に関係する技術職員 
3	 部門会議に,具体的事項を検討するため, 運営委員会の承認を得て分科会を置くことができる。 
	 (事務) 
第12条	 センターの事務は，生物圏科学研究科支援室において処理する。 
	 (雑則) 
第13条	 この内規に定めるもののほか，センターに関し必要な事項は，別に定める。 
	 	 	 附	 則 
	 この内規は，平成16年4月1日から施行する。 
	 	 	 附	 則	 （平成18年3月6日	 一部改正） 
この内規は，平成18年3月6日から施行し，この内規による改正後の広島大学大学院生物圏科学

研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センターの内規の規定は，平成17年10月1日から適
用する。 
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附	 則	 （平成19年3月5日	 一部改正） 
	 この内規は，平成19年3月5日から施行し，平成19年4月1日から適用する。 
	 	 	 附	 則	 （平成22年3月8日	 一部改正） 
この内規は，平成22年4月1日から施行する。 

	 	 	 附	 則（平成24年5月21日	 一部改正） 
この内規は，平成24年5月21日から施行し，この内規による改正後の広島大学大学院生物圏科

学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センターの内規の規定は，平成24年4月1日から適
用する。 
	 	 	 附	 則（平成24年9月24日	 一部改正） 
この内規は，平成24年9月24日から施行し，この内規による改正後の広島大学大学院生物圏科

学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センターの内規の規定は，平成24年4月1日から適
用する。 
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（２）   瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター運営委員会細則  

平成16年4月1日 
	 研究科長決裁 

	 改正：平成19.3.5，平成21.4.20，平成22.3.8，平成23.6.27，平成23.9.5 

 

	 (趣旨) 
第1条	 この細則は，広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究セン
ター内規第11条第2項の規定に基づき，広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィール
ド科学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるも
のとする。 

	 (組織) 
第2条	 運営委員会は，次に掲げる委員で組織する。 
	 (1)	 センター長 
	 (2)	 副センター長 
	 (3)	 部門長 
	 (4)	 副研究科長(総務担当) 
	 (5)	 第6条の6に定める企画推進部会副部会長 
	 (6)	 運営委員会が必要と認めた教員若干人 
2	 前項第6号の委員の任期は，2年とし，再任を妨げない。ただし，委員が辞任を申し出たとき又
は欠員となったときの後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

	 (審議事項) 
第3条	 運営委員会は，広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究セ
ンター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる事項について審議する。 

	 (1)	 センターの教育研究に関する事項 
	 (2)	 センターの管理運営に関する事項 
	 (3)	 センターの企画連携に関する事項 
	 (4)	 センターの予算及び決算に関する事項 
	 (5)	 センターの専任教員の人事の方針に関する事項 
	 (6)	 センターの研究員又は客員研究員の推薦に関する事項 
	 (7)	 その他センターに関する重要な事項 
	 (会議) 
第4条	 運営委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。 
2	 委員長は，運営委員会を招集し，その議長となる。 
3	 委員長に事故があるときは，副センター長がその職務行う。 
第5条	 運営委員会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
2	 運営委員会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところ
による。 

第6条	 運営委員会は，必要と認めたときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことが
できる。 

	 (企画推進部会) 
第6条の2	 運営委員会に，企画推進部会を置く。 
第6条の3	 企画推進部会は，次に掲げる者で組織する。 
	 (1)	 センター長 
	 (2)	 部門長 
	 (3)	 技術職員(技術専門員に限る。) 
	 (4)	 センターの専任教員のうち，センター長が指名する者2人 

(5)	 センター長が必要と認めた者若干人 
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2	 前項第4号及び第5号の者の任期は，センター長の任期を超えないものとする。 
第6条の4	 企画推進部会は，次に掲げる事項について企画立案及び実施に当たる。 
	 (1)	 センターの教育に関する事項 
	 (2)	 センターの研究に関する事項 
	 (3)	 センターの社会貢献に関する事項 
	 (4)	 センターの情報発信に関する事項 
	 (5)	 その他センターの運営に関すること。 
第6条の5	 企画推進部会に部会長を置き，センター長をもって充てる。 
2	 部会長は，企画推進部会を主宰する。 
第6条の6	 企画推進部会に副部会長2人を置き，第6条の3第1項第4号の者をもって充てる。 
	 (事務) 
第7条	 運営委員会の事務は，生物圏科学研究科支援室において処理する。 
	 (雑則) 
第8条	 この細則に定めるもののほか，運営委員会に関し必要な事項は，センター長が定める。 
	 	 	 附	 則 
1	 この細則は，平成16年4月1日から施行する。 
2	 この細則の施行の際現に第2条第5号及び第6号の委員に該当する者は，この細則により選考さ
れたものとみなし，その任期は，平成17年3月31日までとする。 

	 	 	 附	 則	 （平成19年3月5日	 一部改正） 
この細則は，平成19年3月5日から施行し，平成19年4月1日から適用する。 

附	 則	 （平成21年4月20日	 一部改正） 
この細則は，平成21年4月20日から施行し，この細則による改正後の広島大学大学院生物圏科

学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター運営委員会細則は，平成21年4月1日から
適用する。 
	 	 	 附	 則	 （平成22年3月8日	 一部改正） 
この細則は，平成22年4月1日から施行する。 

附	 則	 （平成23年6月27日	 一部改正） 
この細則は，平成23年6月27日から施行し，この細則による改正後の広島大学大学院生物圏科

学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター運営委員会細則は，平成23年4月1日から
適用する。 
	 	 	 附	 則	 （平成23年9月5日	 一部改正） 
この細則は，平成23年9月5日から施行する。 
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（３）   瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター連携協議会細則	 

 
平成22年3月8日 
	 研究科長決裁 

改正：平成22.4.26，平成23.9.5，平成24.9.24 

 

	 (趣旨) 
第1条	 この細則は，広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究セン
ター内規(平成16年4月1日研究科長決裁)第11条の2第2項の規定に基づき，広島大学大学院生物
圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター連携協議会(以下「連携協議会」と
いう。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

	 (組織) 
第2条	 連携協議会は，次に掲げる委員で組織する。ただし，広島大学大学院生物圏科学研究科附
属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)に所属する委員の数は，
委員総数の半数以下とする。 

	 (1)	 センター長 
	 (2)	 副センター長 
	 (3)	 センターに所属する教員のうち，広島大学大学院生物圏科学研究科長(以下「研究科長」と
いう。)が指名する者若干人 

	 (4)	 副研究科長(総務担当) 
	 (5)	 センターの共同利用に係る事項に関し学識経験を有する者若干人 
2	 前項第3号及び第5号の委員は，研究科長が任命又は委嘱する。 
3	 第1項第3号及び第5号の委員の任期は，2年とし，再任を妨げない。ただし，委員が辞任を申
し出たとき又は欠員となったときの後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

	 (審議事項) 
第3条	 連携協議会は，センターに関する管理運営の基本方針に従い，次に掲げる事項について審
議する。 

	 (1)	 センターの共同利用に関すること。 
	 (2)	 研究科長から諮問された事項 
	 (会議) 
第4条	 連携協議会に議長を置き，センター長をもって充てる。 
2	 議長は，連携協議会を主宰する。 
3	 議長に事故があるときは，副センター長がその職務を代行する。 
第5条	 連携協議会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
2	 連携協議会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところ
による。 

第6条	 連携協議会は，必要と認めたときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことが
できる。 

	 (教育共同利用推進小委員会) 
第7条	 連携協議会に，広島大学(以下「本学」という。)以外の教育機関及び本学の他部局による
教育のためのセンターの共同利用を推進するために，教育共同利用推進小委員会(以下「小委員

会」という。)を置く。 
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2	 小委員会は，次に掲げる委員で組織する。 
	 (1)	 センター長 
	 (2)	 副センター長 
	 (3)	 部門長 

(4)	 企画推進部会副部会長 
	 (5)	 共同利用・教育拠点教育コーディネート担当の助教 
	 (6)	 生物生産学部教務委員会委員長から推薦された者1人 
	 (7)	 その他センター長が必要と認める者若干人 
3	 前項第6号及び第7号の委員は，センター長が任命する。 
4	 第2項第6号及び第7号の委員の任期は，2年とし，再任を妨げない。ただし，委員が辞任を申
し出たとき又は欠員となったときの後任者の任期は，その任命された日から起算して1年を経過
した日の属する年度の末日までとする。 

第8条	 小委員会は，センターの共同利用に関し次に掲げる事項について審議する。 
(1)	 教育共同利用を推進するために必要な事項 
(2)	 利用申込み内容の審査に関する事項 
(3)	 利用の可否の決定 
(4)	 その他教育共同利用を推進するために必要な事項 

第9条	 小委員会に委員長及び副委員長を置き，それぞれセンター長及び副センター長をもって充
てる。 

2	 委員長は，小委員会を招集し，その議長となる。 
3	 委員長に事故があるときは，副委員長がその職務を代行する。 
第10条	 小委員会は，必要と認めたときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことが
できる。 

	 (事務) 
第11条	 連携協議会の事務は，生物圏科学研究科支援室において処理する。 
	 (雑則) 
第12条	 この細則に定めるもののほか，連携協議会に関し必要な事項は，センター長が定める。 
	 	 	 附	 則 
	 この細則は，平成22年4月1日から施行する。 
	 	 	 附	 則(平成22年4月26日	 一部改正) 
	 この細則は，平成22年4月26日から施行し，この細則による改正後の広島大学大学院生物圏科
学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター連携協議会細則の規定は，平成22年4月1
日から適用する。 

附	 則(平成23年9月5日	 一部改正) 
1	 この細則は，平成23年9月5日から施行する。 
2	 この細則の施行後 初に任命又は委嘱される連携協議会委員の任期は，この細則による改正後

の広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター連携協議会細

則第2条第3項の規定にかかわらず，平成24年3月31日までとする。 
	 	 	 附	 則(平成24年9月24日	 一部改正) 
1	 この細則は，平成24年9月24日から施行し，この細則による改正後の広島大学大学院生物圏科
学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター連携協議会細則(以下「新細則」という。)
の規定は，平成24年4月1日から適用する。 
2	 この細則の施行後 初に任命又は委嘱される第2条第1項第3号及び第5号の委員の任期は，新
細則第2条第3項の規定にかかわらず，平成26年3月31日までとする。	 
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