
〇：該当

〇：該当

ビジネスマナー ファイリング・他

ビジネスマナー 電話対応

ビジネスマナー 交際業務

ビジネスマナー 文書類の受け取りと発送・他

ビジネスマナー 職場のマナー

ビジネスマナー 来客対応

ビジネスマナー 会議

社会と組織

コミュニケーション 社会人にふさわしい言葉遣い

コミュニケーション ビジネス文書の活用

第１５回目

第１３回目

第１４回目

第１１回目

第１２回目

第９回目

第１０回目

第７回目

第８回目

仕事と成果

第５回目 社会常識 ビジネス計算

第６回目 コミュニケーション ビジネスコミュニケーション

第４回目 社会常識 一般知識

第３回目 社会常識

第１回目

第２回目

到達目標
(目標検定･資格を含む)

全国経理教育協会　社会人常識マナー検定３級

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

社会人常識マナー検定テキスト　２・３級、社会人常識マナー検定試験　最新過去問
題集

成績評価の方法
・基準

定期考査および受講態度、出席率を総合的に判断する。
ただし、出席率が７０％を下回る場合は不可とする。

履修に当たって
の留意点

　企業が求める人材には、専門的な知識を持っていることに加えて、基本的なビジネ
スマナーやコミュニケーションを備えていることが挙げられる。ここでは、『社会常識』、
『コミュニケーション』、『ビジネスマナー』を中心に社会で働くために求められる能力を
習得することを目的とする。

授業計画 テーマ 内容

導入 検定内容の説明

社会常識

担当教員 牛久　和弘
実務経験のある
教員科目

科目概要
社会常識（社会で活躍するために必要な常識や心構え）・コミュニケーション（正しい
言葉遣い、ビジネス文書作成などの意思伝達スキル）・マナー（職場のマナー、電話
対応、来客対応、冠婚葬祭などの業務処理に必要なビジネスマナー）を習得する。

授業時数 ３０時間 単位数 １単位

授業方法 演習 企業等との連携

科目名 ビジネス教養 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　後期
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〇：該当

〇：該当

科目名 パソコン実習Ⅰ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　後期

授業時数 ３０時間 単位数 １単位

授業方法 実習 企業等との連携

担当教員 牛久　和弘
実務経験のある
教員科目

科目概要

文書作成（Word）・表計算（Excel）・プレゼンテーション（PowerPoint）の各ソフトの活用
方法を学ぶ。基本的操作を学んだ上で、実際の職場での業務を想定した題材を取り
上げ、実践的な技術を習得する。また、卒業研究において、資料作成や発表方法に
も活用する。

到達目標
(目標検定･資格を含む)

文書作成、表計算、プレゼンテーションの各ソフトを活用し、企画書や外部コンテスト、
学校行事（フィールドワーク、学園祭、卒業研究等）などに活かす。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

30時間でマスター　Ｏｆｆｉｃｅ2010　実教出版

成績評価の方法
・基準

日常の成績、出席率、実習の結果を合わせて総合的に評価する。

第１回目 Wordの基礎知識① 文字操作の基本操作①

第２回目 Wordの基礎知識② 文字操作の基本操作②

履修に当たって
の留意点

各練習問題、例題等の進捗状況の把握。各章の確認として別課題等を実施し理解度
を確認する。

授業計画 テーマ 内容

表を活用した文書作成①

第５回目 Wordの基礎知識⑤ 画像を活用した文書作成

第６回目 Excelの基本知識① データ入力の基礎

第４回目 Wordの基礎知識④ 表を活用した文書作成②

第３回目 Wordの基礎知識③

第７回目 Excelの基本知識② 関数の活用①

第８回目 Excelの基本知識③ 関数の活用②

第９回目 Excelの基本知識④ グラフの活用

第１０回目 Excelの基本知識⑤ WordとExcelを活用

第１１回目
PowerPointの基礎知
識①

プレゼンテーション資料の作成

第１２回目
PowerPointの基礎知
識②

アニメーション効果の活用

第１５回目
PowerPointの基礎知
識⑤

総合課題

第１３回目
PowerPointの基礎知
識③

グラフ（Excel）の活用

第１４回目
PowerPointの基礎知
識④

スライドショーと資料作成
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〇：該当

〇：該当

科目名 野菜園芸概論 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　前期

授業時数 ３０時間 単位数 ２単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 折原　健司
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要
　我が国の代表的な野菜を取り上げ、その生理生態的特性を中心に学習し、野菜栽
培技術の基礎及び栽培方法の現地事例を紹介し、理解を深める。
　また、日本農業技術検定2級以上を目指し、その範囲の事例について演習を行う。

到達目標
(目標検定･資格を含む)

日本農業技術検定3級合格者100％

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

新版野菜栽培の基礎、日本農業技術検定テキスト・検定問題

成績評価の方法
・基準

日常の授業態度や農業技術検定結果に重点を置き、授業への出席率や期末試験の
結果を総合的に判断し評価する。

野菜栽培の基礎知識（技術）の修得。
農業技術検定取得を目指す。

授業計画 テーマ 内容

第２回目 野菜の生育と品質
種子と発芽・根の発達と肥大・茎葉の生育・花芽分
化

第１回目 野菜生産の動向 全国、群馬県の野菜生産の動向

履修に当たって
の留意点

第３回目 野菜の環境管理 生育と環境・土壌管理・被覆資材の利用

第４回目 施設栽培と病害虫 施設栽培と養液栽培技術・有害生物の管理

第５回目 野菜の育苗管理
野菜類の育苗　葉茎菜類の育苗　セル成型苗の育
成

第６回目 トマト・ナスの栽培 生育の特徴と栽培管理技術

第７回目
ピーマン・キュウリの
栽培

生育の特徴と栽培管理技術

第８回目
メロン・スイカ・カボ
チャの栽培

生育の特徴と栽培管理技術

第９回目
キャベツ・ハクサイ・ブ
ロッコリーの栽培

生育の特徴と栽培管理技術

第１０回目
ダイコン・チンゲンサ
イ・メキャベツの栽培

生育の特徴と栽培管理技術

第１１回目
サヤインゲン・エダマ
メの栽培

生育の特徴と栽培管理技術

第１２回目 ネギ・タマネギの栽培 生育の特徴と栽培管理技術

第１５回目 スイートコーン・ホウレンソウ・サトイモ
の栽培、生産安定対策 生育の特徴と栽培管理技術　不安定要因対策

第１３回目
アスパラガス・レタス
の栽培

生育の特徴と栽培管理技術

第１４回目
ゴボウ・ニンジン・イチ
ゴの栽培

生育の特徴と栽培管理技術
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〇：該当

〇：該当

第１５回目 まとめ 花卉総まとめ

第１３回目 鉢ものについて学ぶ

第１４回目 切り花・球根類・花木について学ぶ

第１１回目 花卉の品質と品質保持について学ぶ

第１２回目 花卉栽培の実際 苗の生産について学ぶ

第９回目 土壌の性質と施肥について学ぶ

第１０回目 施設の種類･構造と利用について学ぶ

第７回目 花卉の繁殖方法について学ぶ

第８回目 花卉の育種について学ぶ

第５回目
花卉の特性と栽培･利
用

花卉の持つ特徴と観賞性について学ぶ

第６回目 花卉の成長･開花と環境について学ぶ

第３回目 花卉の種類･品種と名前について学ぶ

第４回目 花卉の利用とデザインについて学ぶ

日頃から草花について関心を寄せるとともに、知らない花の名前についてはすぐに検
索等して覚える習慣をつけてほしい。

授業計画 テーマ 内容

第２回目 人間生活と花と緑 人間生活と花卉の関係について学ぶ

第１回目 導入 花卉園芸とは

履修に当たって
の留意点

到達目標
(目標検定･資格を含む)

花の名前、開花時期、成長と環境、栽培方法、観賞方法等について習得する。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

新版草花栽培の基礎

成績評価の方法
・基準

学期末試験を実施し、出席率・受講態度・単元別テスト等を総合的に判断し評価す
る。

担当教員
実務経験のある
教員科目

科目概要
多様な花きについて、生産と利用の両面から考え、花卉の栽培についての基礎を学
ぶ。

柿崎　渉

授業時数 ３０時間 単位数 2単位

授業方法 講義 企業等との連携

科目名 花卉園芸概論 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　前期
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〇：該当

〇：該当

第１２回目

第１０回目

第９回目

第１５回目

第１１回目

第１３回目

第１４回目

第７回目 まとめ 果樹総まとめ

落葉果樹、常緑果樹の利用

第８回目

第３回目 果樹栽培の基礎

第４回目

第６回目 果樹の利用

苗木生産、施設、高品質栽培第５回目

人工授粉、施肥

果樹の栽培方法には専門用語が多いので、それぞれの用語とその作業の意味、やり
方等を関連して覚えるようにする。

授業計画 テーマ 内容

第２回目
果樹の成長と果実生
産

果樹の一生と１年、各器官の成長と果実生産

第１回目 暮らしの中の果樹 果樹の生産と消費

履修に当たって
の留意点

適地、年間の管理、矮化、剪定

到達目標
(目標検定･資格を含む)

主な果樹の名前、消費量、生産量、栽培方法、高品質果樹栽培等について習得す
る。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

新版果樹栽培の基礎

成績評価の方法
・基準

学期末試験を実施し、出席率・受講態度・単元別テスト等を総合的に判断し評価薄
る。

担当教員 石関　和泰
実務経験のある
教員科目

科目概要
果樹の生理･生態と栽培技術の基本、主要果樹の栽培技術の特徴や要点、果実の
利用まで幅広く学習する。

授業時数 １５時間 単位数 １単位

授業方法 講義 企業等との連携

科目名 果樹園芸概論 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　前期
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〇：該当

〇：該当

作物保護とは

病害虫と雑草 害虫

病害虫と雑草 気候・気象と気象災害

病害虫と雑草 病気

病害虫と雑草 雑草

病害虫と雑草 病害虫･雑草の防除

病害虫と雑草 農薬とその使い方

病害虫と雑草

土壌肥料 各種肥料の成分と性質

土壌肥料 水田土・畑土・施設園芸の土の管理

土壌肥料

土壌肥料

土壌肥料

土壌肥料 作物の生産・利用と食料吸収する養分

微生物のはたらき

養分や水と空気を保持するはたらき

土の酸性と中和

第１５回目

第１３回目

第１４回目

第１１回目

第１２回目

第９回目

第１０回目

第７回目

第８回目

第５回目

第６回目

第４回目

第３回目

第１回目

第２回目

到達目標
(目標検定･資格を含む)

全国農業高等学校長協会　日本農業技術検定　２級・３級

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

新版土と微生物と肥料の働き、病害虫・雑草防除の基礎
日本農業技術検定テキスト・検定問題

成績評価の方法
・基準

定期考査および受講態度、出席率を総合的に判断する。
ただし、出席率が７０％を下回る場合は不可とする。

履修に当たって
の留意点

病害虫・雑草の害と気象災害は、農業生産を大きく妨げている。病害虫・雑草・災害
による被害をできるだけ少なくするための基礎的な知識と問題点を理解させる。

授業計画 テーマ 内容

土壌肥料 作物と土・肥料

土壌肥料

担当教員 齋藤　和男
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要

土と肥料に関する学問は、農学の中で最も難解とされてきた。しかし、土地の生産力
を発展させるためには、土と肥料に関する知識が必要不可欠なので基本的に学習し
ていく。

土の生成・組成

授業時数 ３０時間 単位数 ２単位

授業方法 講義 企業等との連携

科目名 農業基礎概論Ⅰ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　前期
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〇：該当

〇：該当

家畜 家畜飼育の実際①～②

家畜 畜産経営と情報利用

家畜 現地視察①～②

家畜 畜産の役割と動向

家畜 家畜の生理・生態と飼育環境

家畜 飼料の生産と利用

作物の成長と体のしくみ、収量と栽培環境

イネ①～③

麦類

豆類

いも類

各種作物

日本農業技術検定からの作物①～⑤

科目名 農業基礎概論Ⅱ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　前期・後期

授業時数 ４５時間 単位数 ３単位

授業方法 講義 企業等との連携

教科担当としてのイントロダクション

作物

担当教員 大津　初司
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要

作物（豆類、いも類など）についての基本的な内容を学習する。
家畜の基本的な生理・生態、飼料の生産と利用、主な家畜の品種と改良、飼育の実
際など学び、家畜や畜産について理解を深める。

作物の生産・利用と食料

第４～６回目

第３回目

第１回目

第２回目

到達目標
(目標検定･資格を含む)

全国農業高等学校長協会　日本農業技術検定　２級・３級

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

新版野菜栽培の基礎、家畜飼育の基礎、日本農業技術検定テキスト・検定問題

成績評価の方法
・基準

定期考査および受講態度、出席率を総合的に判断する。
ただし、出席率が７０％を下回る場合は不可とする。

履修に当たって
の留意点

作物、家畜、畜産の基本を具体的な事例を取り上げ理解させる。
現地視察も実施することで体験から学ばせる。

授業計画 テーマ 内容

作物

第１１～１５回目

第１６回目

第９回目

第１０回目

第７回目

第８回目

第２２～２３回目

第１９～２０回目

第２１回目

第１７回目

第１８回目

作物

作物

作物

作物

作物

作物

作物
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〇：該当

〇：該当

科目名 農業機械概論 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　前期

授業時数 １５時間 単位数 １単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 村田　公夫
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要 農畜産物を安定的に生産･供給するために、農業機械は必要不可欠になっており、そ
の利用は、多様で幅広い。基本的な構造や機能、運転方法等を学ぶ。

第１回目

第２回目

到達目標
(目標検定･資格を含む)

農業機械を利用するに当たり、ハード面での最低限の基礎知識、ソフト面での実用上
のポイントなどを習得するとともに、農業技術検定の対策にもつながるよう、進める。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

新版農業機械の構造と利用、日本農業技術検定テキスト・検定問題

成績評価の方法
・基準

定期考査および受講態度、出席率を総合的に判断する。
ただし、出席率が７０％を下回る場合は不可とする。

履修に当たって
の留意点

反復学習を行い、専門能力を高めていく。

授業計画 テーマ 内容

農業機械、トラクタ一般 農業機械の利用、トラクタの役割分類と構造

トラクタ利用

第９回目

第１０回目

第７回目

第８回目

農業機械の内燃機関（エンジン）、燃料・潤滑油

第５回目 農用作業機 播種育苗用機械、田植え用機械、代かき用機械

第６回目 農用作業機 耕うん収穫用機械、乾燥用機械、調製用機械

第４回目 農用作業機 耕うん用機械、整地用機械

第３回目 原動機

第１５回目

第１３回目

第１４回目

第１１回目

第１２回目

トラクタの基本操作と安全利用、屋外実技

園芸用作業機 野菜播種用機械、定植用機械

園芸用作業機 野菜収穫用機械、調整用機械、ハウス暖房機
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〇：該当

〇：該当

第１５回目

第１３回目

第１４回目

第１１回目

第１２回目

第９回目

第１０回目

第７回目
生活の改善と集団活
動

経営・生活の改善と集団活動

第８回目 まとめ 農業経営のまとめ

第５回目 組織と運営 農業経営の組織と運営

第６回目 市場の仕組み 市場の仕組みと農業経営

第３回目 農業編 農業就業人口と農地・耕地利用率

第４回目 農産物貿易交渉 農業交渉（WTO・FTA・EPA・TPP）

農業経営を効率的に運営すために経営を分析する診断・設計能力を高めていく。

授業計画 テーマ 内容

第２回目 食料編 世界の食糧需給と日本の食生活

第１回目 導入 ６次産業化と食料・農業農村基本計画

履修に当たって
の留意点

到達目標
(目標検定･資格を含む)

日本農業技術検定　２級・３級

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

・First Stage 農業経営概論（実教出版）
・日本農業技術検定テキスト、日本農業技術検定問題集

成績評価の方法
・基準

定期的に行う確認テストと期末試験の結果に授業出席率・受講態度及び課題提出等
を総合的に判断し評価する。

担当教員 竹内 佳晴
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要
土地、労働力、資本などの要素を結合し、農産物の生産・販売を行う継続的な組織体
を農業経営という。農業経営の基礎を学ぶ。

授業時数 １５時間 単位数 １単位

授業方法 講義 企業等との連携

科目名 農業経営 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　後期

-89-
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〇：該当

科目名 農業情勢Ⅰ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　前期

授業時数 １５時間 単位数 １単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 平林　敏之
実務経験のある
教員科目

○

科目概要

「食」は生きるためになくてはならないものである。農業は「食」を供給する重要な産業
である。しかし、農業を取り巻く環境は、高齢化、人材不足等の課題が存在し、予断を
許せない状況になっている。農業の新しい展望を開くためには、農業の諸情勢を理解
することが重要となってくる。

第１回目 日本農業の現状と課題 農家戸数、経営面積などの変遷

到達目標
(目標検定･資格を含む)

日本農業技術検定　２級・３級

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

農業白書、ＪＡファクトブック・適宜プリント配布

成績評価の方法
・基準

定期的に行う確認テストと期末試験の結果に授業出席率・受講態度及び課題提出等
を総合的に判断し評価する。

履修に当たって
の留意点

日頃より、「農」と「食」に対する分野に対して意欲・関心を持ち、新聞やニュース等の
最新の情勢にも目を向けて、授業に臨んでもらいたい。

授業計画 テーマ 内容

世界の人口、食料生産量と消費量

第５回目 持続可能な農業

第２回目 農業基本計画 食料・農業・農村をめぐる情勢、基本的方針

第３回目
食料需給と食料安全
保障

農産物貿易の現状、知的財産保護、ＧＩ

生産現場競争力強化の推進

第６回目 農産物貿易と協定

農業と環境問題、ＳＤＧ’ｓ

第４回目 強い農業の創造

第７回目 日本の農産物の魅力 和食、メイドインジャパンの魅力

第８回目 農業情勢 まとめ
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〇：該当

第１５回目 まとめ まとめ

第１３回目
有機農業の現状と課
題①

世界の有機農法と日本における有機農法

第１４回目
有機農業の現状と課
題②

農業経営の観点からみる有機農法の活用

第１１回目
有機農法における肥
料②

化成肥料と有機質肥料の比較

第１２回目
有機農法その他の認
証制度

有機ＪＡＳとＧＡＰ

第９回目
有機農法における農
薬③

微生物農薬

第１０回目
有機農法における肥
料①

化成肥料の性質と特徴

第７回目
有機農法における農
薬①

農薬の性質と特徴

第８回目
有機農法における農
薬②

有機農法において使用可能な農薬

有機農産物生産における土づくり

第５回目
有機農法関連基礎技
術①

土壌診断

第６回目
有機農法関連基礎技
術②

肥料計算

第４回目
有機農産物生産の原
則②

有機農産物生産における土づくり

第３回目
有機農産物生産の原
則①

履修に当たって
の留意点

有機農産物ＪＡＳの制度面のみだけでなく、有機農法の意義的部分に関心を持ち、有
機農法・慣行農法いずれの農法において営農する場合でも、農業の環境的側面を意
識できるようにしてほしい。

授業計画 テーマ 内容

第１回目 有機農法とは① 有機農法の定義とその意義

第２回目 有機農法とは② 有機農法と比較される各種農法

到達目標
(目標検定･資格を含む)

有機農産物生産行程管理者

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

有機農産物検査認証制度ハンドブックより抜粋

成績評価の方法
・基準

授業出席率、受講態度及び課題提出・定期考査等を総合的に判断し評価する。
ただし、出席率が７０％を下回る場合は不可とする。

担当教員 柿崎　渉
実務経験のある
教員科目

科目概要
有機農法の経緯・現状、有機ＪＡＳ制度の概要、有機農法において使用される資材と
比較した慣行農法で使用される資材の特徴等を学習する。また、有機農法に関連し
た、基礎的応用的な農業技術・制度についても学習する。

授業時数 ３０時間 単位数 ２単位

授業方法 講義 企業等との連携

科目名 有機農法 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　後期
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〇：該当

〇：該当

科目名 農産物加工論 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　前期

授業時数 １５時間 単位数 １単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 岡庭　千代乃
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要
現代の食生活において、加工食品は欠かせないものとなっている。その重要性の観
点から食品の保存原理や加工に対する知識・安全性・原料を学び、食品加工に対す
る正しい知識を学ぶ。

第１回目

第２回目

到達目標
(目標検定･資格を含む)

農産物の加工と貯蔵に関する基本的な知識と、その原料となる農産物の特徴を理解
させるとともに、農業技術検定の対策にもつながるよう、進める。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

日本農業技術検定テキスト・検定問題

成績評価の方法
・基準

定期考査および受講態度、出席率を総合的に判断する。
ただし、出席率が７０％を下回る場合は不可とする。

履修に当たって
の留意点

講義の中で加工食品に対する興味・関心持たせるように分かりやすく解説を行い、関
連した農業技術検定の過去問等の解説も行う。

授業計画 テーマ 内容

農産物加工の基礎 農産物加工の意義・食品の変質

　〃

第９回目

第１０回目

第７回目

第８回目

食品表示に関する法律

第５回目 主な穀類の加工品 米、麦、大豆、イモ類、野菜類、果実類

第６回目 その他の加工品 乳類・卵類

第４回目 食品衛生 食品の安全、食中毒の分類・予防

第３回目 加工食品の表示

第１５回目

第１３回目

第１４回目

第１１回目

第１２回目

食品の貯蔵・包装

　〃 肉類

－92－



〇：該当

〇：該当

第１５回目 試験対策 模擬問題・過去問対策等

第１３回目 食材を知る② 卵、牛乳と乳製品

第１４回目 うま味と出汁、発酵食品 出汁の歴史・種類、発酵食品の歴史・種類

第１１回目 食材を知る・食べる④ 果物、水産

第１２回目 食材を知る① 牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉

第９回目 食材を知る・食べる② 雑穀・そば、豆

第１０回目 食材を知る・食べる③ 野菜

第７回目 日本人と食と農② 産業としての農

第８回目 食材を知る・食べる① 米、麦

肥満度の割り出し方、歯の役割等

第５回目 〃 日本型食生活とは

第６回目 日本人と食と農① 食としての農

第４回目 選食力を身につける 何をどれだけ食べるか

第３回目 〃

履修に当たって
の留意点

テキスト中心に講義形式で行う。章ごとに確認テストを行い、理解度をチェックする。
受験前は過去の問題を繰り返し取り組む。

授業計画 テーマ 内容

第１回目 導入 食育基本法について、あなたは誰と何を食べますか？

第２回目 eatright＝良食 私たちは食べ物で作られている、栄養素の種類と働き

到達目標
(目標検定･資格を含む)

生産から消費までの農産物の基礎知識と食育に関わる基礎的事項を理解し、食の検
定・食農３級目指す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

『食の検定　公式テキストブック３級』  一般社団法人食の学問体系化研究所
『食の検定3級合格対策ワークブック』　一般社団法人食の学問体系化研究所

成績評価の方法
・基準

定期考査および受講態度、出席率を総合的に判断する。
ただし、出席率が７０％を下回る場合は不可とする。

担当教員 岡庭　千代乃
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要

本講義は、食育を総合的、計画的に推進することを目的に制定された「食育基本法」
の概念に基づき学習する。
　食に関して歴史、農業、調理、栄養などを含む食文化や食生活全般の知識を総合
的に学ぶ。また現代日本の抱える食に関するさまざまな問題を考え、日本の食の長
所短所などの理解を深め、豊かな食生活を推進できる知識を養う。

授業時数 ３０時間 単位数 ２単位

授業方法 講義 企業等との連携

科目名 食農概論・食農概論Ⅰ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次　前期
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〇：該当

〇：該当

問題演習と解説

計算の仕組み

受取手形と支払手形　手形の割引

購入と売却

仕訳から決算まで

現金取引の処理　当座預金取引とその他の預金処
理
仕入取引と販売取引について　売掛金と買掛金
前払金と前受金

購入と減価償却

問題演習と解説

３伝票　勘定転記

小口現金出納帳　商品有高帳　売上帳・仕入帳
得意先元帳・仕入先元帳　その他

借入金・貸付金　仮払金・仮受金　未払金・未収金
その他
売上原価の計算　貸倒引当金の計算
減価償却費の計算　現金過不足と引出金処理

精算表の作成　貸借対照表と損益計算書

第３９回目～第４０回目 過去問題論点別対策

第４１回目～第４５回目 総合問題演習

第３５回目～第３６回目 伝票会計

第３７回目～第３８回目 計算問題

第２１回目～第３０回目 決算手続き②

第３１回目～第３４回目 帳簿組織

第１５回目～第１６回目 その他の債権債務

第１７回目～第２０回目 決算手続き①

第１１回目～第１２回目 有価証券

第１３回目～第１４回目 固定資産

第７回目～第１０回目 仕入取引・販売取引

第９回目～第１0回目 手形取引

第３回目～第４回目 簿記一連の流れ

第５回目～第６回目 現金取引

第1回目～第２回目 簿記とは 取引と勘定、仕訳と転記

到達目標
(目標検定･資格を含む)

全国経理教育協会　簿記能力検定３級

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

簿記入門　ＴＡＣ出版

成績評価の方法
・基準

日常の成績、出席率、期末試験の結果を合わせて総合的に評価する。

履修に当たって
の留意点

単元ごとに問題演習、理解度確認テストを実施。総合問題演習においては過去問題
を中心に反復し理解を深める。

授業計画 テーマ 内容

担当教員 牛久　和弘
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要

簿記は、経営活動を一定の記帳原理にしたがって、組織的に記録・計算・整理する技
術であり、財政状態・経営成績を把握するためには不可欠なものである。日々の経営
活動を記録し決算までを行う知識・技能を学ぶ。簿記検定資格取得を目標に問題演
習を行う。

授業時数 ９０時間 単位数 ６単位

授業方法 講義 企業等との連携

科目名 農業会計・農業会計Ⅰ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　前期・後期
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〇：該当

科目名 農業基礎実習 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次 前期・後期

授業時数 １８０時間 単位数 ６単位

授業方法 実習 企業等との連携

担当教員
町田照夫・柿崎渉

齋藤一行・宮田祐介
実務経験のある

教員科目
○

科目概要

農場における各種栽培管理実習を通じ、農業の基本的な知識・技術の習得を図る。
授業は校外の圃場での実習を基本とし、必要に応じて現地視察などを取り入れ、水
稲、野菜、作物などの栽培を実習形式で行う。体系的な実習と都度の記録・振り返り
を通じて、創造的・実践的態度を身につける。

到達目標
(目標検定･資格を含む)

日本農業技術検定３級・２級

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

授業出席率、受講態度及び提出課題等を総合的に判断し評価する。ただし、出席率
が７０%を下回る場合は不可とする。

履修に当たって
の留意点

機械等操作する場面が多いため、安全面には特に留意していもらいたい。

授業計画 テーマ 内容

第01回目～第06回目 農具の使い方 鍬・ハサミ等基本的な農具の特徴と使い方

第07回目～第12回目 刈り払い機 構造と基本操作

第13回目～第18回目 播種・定植と育苗 品種ごとの特徴やセル成型苗の効果

第19回目～第24回目 農業資材 マルチ・寒冷紗等の役割と用法

第25回目～第30回目 肥培管理 肥料の特徴と成分ごとの効果

第31回目～第36回目
歩行型トラクタと乗用
型トラクタ

構造と基本操作

第37回目～第42回目 水稲栽培 田植え機の基本操作等

第43回目～第48回目 水稲栽培② 水管理等畑作との差異

第49回目～第54回目 野菜・作物の管理 間引きや仕立て等の目的と方法、タイミング

第55回目～第60回目
背負い式防除機と農
薬

農薬の特性、背負い式防除機の操作方法と其々の
注意点

第61回目～第66回目 鳥獣害対策 電牧、ネット等を用いた鳥獣害対策

第67回目～第72回目 収穫・調整 使用する道具、規格や調整方法

第85回目～第90回目 現地視察
県内外の生産者、種苗・資材・農業機械関連企業等
の見学

第73回目～第78回目 農産物の販売 直売所での販売実践、POP作成

第79回目～第84回目 栽培の記録 トレーサビリティへの需要と記録の重要性
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科目名 企業連携実習Ⅰ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次 　前期・後期

授業時数 210時間 単位数 7単位

授業方法 実習 企業等との連携 〇

担当教員 齋藤 　一行
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要
連携企業農場での実習を通じて、露地栽培・施設栽培における栽培管理の手法・技
術を実践的に学ぶ。播種・定植から収穫・出荷調整までを体系的に経験しながら各作
型、作目の特徴や差異について学ぶ。

第1回目～第2回目 オリエンテーション 各施設説明、使用機器説明、片付け清掃確認

到達目標
(目標検定･資格を含む)

一連の栽培技術を習得する。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

授業出席率・受講態度及び課題提出等を総合的に判断し評価する。

履修に当たって
の留意点

天候・栽培状況等に因り授業内容が計画通りの順序とは異なる場合がある。

授業計画 テーマ 内容

第3回目～第75回目 露地栽培 葉菜類・根菜類等の栽培管理

第76回目～第90回目 施設栽培① イチゴ・果菜類・葉菜類等の栽培管理

第91回目～第105回目 施設栽培② 果菜類等の栽培管理
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科目名 販売実践基礎実習 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次 後期

授業時数 ３０時間 単位数 １単位

授業方法 実習 企業等との連携 〇

担当教員 椎名　貴志
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要
連携企業店舗内での販売実習、在庫管理、、商品流通における知識などを実践的に
学ぶとともにコミュニケーション能力・企画能力、販売・経営に繋がる知識・技術を実
践的に収得する。

第1回目 オリエンテーション 各店舗説明、使用機器説明、片付け清掃確認

到達目標
(目標検定･資格を含む)

コミュニケーション能力から企画能力、販売・経営に繋がる知識・技術を習得する。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜配布

成績評価の方法
・基準

授業出席率・受講態度及び提出課題等を総合的に判断し評価する。

履修に当たって
の留意点

工場の状況等に因り授業内容が計画通りの順序とは異なる場合がある。

授業計画 テーマ 内容

第21回目～第25回目 販売実践基礎⑤

第26回目～第30回目 販売実践基礎⑥

店舗アイテムの販売経路、集荷状況から流通
店舗販売実習で経営管理販売
技術、店舗運営補助技術やPOP制作等の基礎を
学ぶ

第11回目～第15回目 販売実践基礎③

第16回目～第20回目 販売実践基礎④

第2回目～第5回目 販売実践基礎①

第6回目～第10回目 販売実践基礎②
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科目名 就職研究 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　後期

授業時数 ３０時間 単位数 １単位

授業方法 演習 企業等との連携

担当教員 牛久　和弘
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要

就職活動は学生にとって最大の問題解決行動であり、これを実践する機会でもある。
本授業を通じて、自分の人生・将来設計を考え、社会の一員になる事がどういう事か
学ぶ。また、社会生活の様々な場面で必要となる基本的な経済に関する知識も習得
し、『経済記事の読み方検定3級』（Ｅ検）の合格を目指す。

到達目標
(目標検定･資格を含む)

日本実務能力教育協会　経済記事の読み方検定（Ｅ検）３級

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

・就職成功へのステップ、一般常識チェック＆マスター（実教出版）
・OIKOS-NOMOS 生きた経済を学ぶ（日本実務能力教育協会）

成績評価の方法
・基準

授業出席率、受講態度及び課題提出・確認テスト等を総合的に判断し評価する。

第１回目 導入 仕事とは何か、就職活動とは何か

第２回目 就職研究① 自分に適する業界・会社を知る

履修に当たって
の留意点

授業内での学びに留まらず、普段の生活においてもニュースや新聞等のメディアに関
心を持ち、最新の情報を吸収してもらいたい。

授業計画 テーマ 内容

就職活動の計画、会社説明会

第５回目 就職研究④ ＳＰＩ試験とその対策

第６回目 就職研究⑤ 面接試験とその対策

第４回目 就職研究③ 作文試験とその対策

第３回目 就職研究②

第７回目 就職研究⑥ ＰＩ履歴書作成

第８回目 就職研究⑦
インターネット・オンライン会議システム等を活用し
た就職活動

第９回目 経済入門① 需要と供給・景気・物価・金利

第１０回目 経済入門② インフレ・デフレ

第１１回目 経済入門③ 金融機関の種類と役割

第１２回目 経済入門④ 為替・円高・円安

第１５回目 経済入門⑦ まとめ

第１３回目 経済入門⑤ 内外価格差と購買力平価

第１４回目 経済入門⑥ マネーサプライ、日本銀行の金融政策
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〇：該当

第１５回目 経済入門⑦ まとめ

第１３回目 経済入門⑤ 内外価格差と購買力平価

第１４回目 経済入門⑥ マネーサプライ、日本銀行の金融政策

第１１回目 経済入門③ 金融機関の種類と役割

第１２回目 経済入門④ 為替・円高・円安

第９回目 経済入門① 需要と供給・景気・物価・金利

第１０回目 経済入門② インフレ・デフレ

第７回目 就職研究⑥ ＰＩ履歴書作成

第８回目 就職研究⑦
インターネット・オンライン会議システム等を活用し
た就職活動

就職活動の計画、会社説明会

第５回目 就職研究④ ＳＰＩ試験とその対策

第６回目 就職研究⑤ 面接試験とその対策

第４回目 就職研究③ 作文試験とその対策

第３回目 就職研究②

履修に当たって
の留意点

授業内での学びに留まらず、普段の生活においてもニュースや新聞等のメディアに関
心を持ち、最新の情報を吸収してもらいたい。

授業計画 テーマ 内容

第１回目 導入 仕事とは何か、就職活動とは何か

第２回目 就職研究① 自分に適する業界・会社を知る

到達目標
(目標検定･資格を含む)

日本実務能力教育協会　経済記事の読み方検定（Ｅ検）３級

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

・就職成功へのステップ、一般常識チェック＆マスター（実教出版）
・OIKOS-NOMOS 生きた経済を学ぶ（日本実務能力教育協会）

成績評価の方法
・基準

授業出席率、受講態度及び課題提出・確認テスト等を総合的に判断し評価する。

担当教員 牛久　和弘
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要

就職活動は学生にとって最大の問題解決行動であり、これを実践する機会でもある。
本授業を通じて、自分の人生・将来設計を考え、社会の一員になる事がどういう事か
学ぶ。また、社会生活の様々な場面で必要となる基本的な経済に関する知識も習得
し、『経済記事の読み方検定3級』（Ｅ検）の合格を目指す。

授業時数 ３０時間 単位数 １単位

授業方法 演習 企業等との連携

科目名 企業研究 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　後期
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科目名 食品栄養学 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　後期

授業時数 ３０時間 単位数 ２単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 岡庭　千代乃
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要
人が生命を維持するために、摂取する食品中の栄養素の働きについて学ぶ。さらに
食品の機能や食品から摂取した栄養素が消化・吸収される仕組みも理解する。

第１回目 導入 食品に含まれる栄養素の種類と成分

到達目標
(目標検定･資格を含む)

食品の持つ機能性、おいしさや栄養価・安全性を理解し食品に関する幅広い見識を
得る。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

自作テキスト
必要なものについては適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

期末試験と確認テスト、授業出席率、受講態度課題提出等総合的評価
出席率が70%を下回る場合は不可。

履修に当たって
の留意点

講義形式で行い授業進行上、講義項目の順番を変更する場合がある。定期的に確
認テストを行い理解度をチェックする。

授業計画 テーマ 内容

第７回目

第２回目 栄養素の働き タンパク質とは、タンパク質の種類と働き

第３回目 　　　　〃 脂質とは、脂質の種類と働き

第８回目

食事バランスガイド・各自の食事を確認①

第９回目

第４回目

　　　　〃

炭水化物とは、炭水化物の種類と働き

第５回目

食品の摂取

水分、機能性成分等

　　　　〃

ビタミンとは、ビタミンの種類と働き

　　　　〃

ミネラルとは、ミネラルの種類と働き第６回目

　　　　〃

生理的欲求、心理的欲求、栄養管理

食事バランスガイド・各自の食事を確認②

第１０回目

食品の選択

実験の準備、心構えと基礎知識
手指の汚染・洗い残し状況チェック

第１１回目 　　　　〃

　　　　〃

食品標準成分表、食品分類法

米について　　米の官能検査

第１２回目

　　　　〃

小麦粉について　小麦粉のグルテン抽出

第１３回目

卵について　生卵の鮮度判定

第１４回目

第１５回目

　　　　〃

　　　　〃

実験・実習
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科目名 調理学 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　前期

授業時数 ３０時間 単位数 ２単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 岡庭　千代乃
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要

　調理は旬の食材を考えて選択し、衛生的な調理操作・調味操作を行って料理を作
り、それを効果的に提供するすべての作業である。本科目では、食品の調理性、調理
および調味操作および調理器具・食器等についての基礎的な理論を学ぶ。また、食
文化を背景とした各国の食事様式や環境への配慮を理解することで、効果的な食事
計画を立てることができる。

第１回目 調理とは 調理理論を学ぶ意義

到達目標
(目標検定･資格を含む)

調理の意義および各種食品の調理性を理論的に説明できる。また、食品のおいしさ
の要因およびそれに関与する性質の主観的・客観的測定法を体系的に説明でき、各
国の食文化や行事食などを説明することができる。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

『新・フードコーディネーター教本 2020　3級資格認定試験対応テキスト』 柴田書店

成績評価の方法
・基準

期末試験と確認テスト、授業出席率、受講態度課題提出等総合的評価
出席率が70%を下回る場合は不可。

履修に当たって
の留意点

テキスト中心に講義形式で行い授業進行上、講義項目の順番を変更する場合があ
る。定期的に確認テストを行い理解度をチェックする。

授業計画 テーマ 内容

第２回目 調理の基本操作 調理の基本・調理器具

第３回目 食の歴史と文化・風土 日本料理

第４回目 　〃 中国料理

第５回目

食品の調理科学
動物性食品

肉類の食品・食材の知識

　〃 西洋料理

　〃 その他の国の料理第６回目

　〃 魚類の食品・食材の知識

第７回目

食品の調理科学
植物性食品

野菜類、きのこ類、海藻類の食品・食材の知識

第８回目

　〃 豆類、穀類の食品・食材の知識

第９回目

食品の調理科学
乳製品

乳、乳製品、卵の食品・食材の知識

第１０回目

食品の調理科学
調味料

調味料、香辛料の食材の知識

第１１回目

　〃 酒、ドリンク類の食材の知識

第１２回目

第１３回目

食品の調理科学
その他の食品

油脂類、加工食品の知識

第１４回目

第１５回目

食品の調理科学
嗜好品食品

菓子類、パン類の食材の知識
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〇：該当

第１２回目

第１３回目

第１４回目

第１５回目

第１０回目

第１１回目

第８回目

第９回目

第４回目

寄生虫
食品異物

ウイルス性食中毒

第５回目

食品の品質表示
食物アレルギー

食品衛生の基本と危害発生時の対策、HACCP

食品添加物

寄生虫性食中毒、自然毒食中毒

食品の腐敗
食品衛生対策

食品添加物の種類と役割、安全性第６回目

　〃

加工食品と生鮮食品、加工食品の表示と規格
栄養成分、遺伝子組み換え、アレルギー表示

第７回目

第２回目
衛生微生物・経口伝
染病とその他の病気

微生物と食品衛生、食品による感染症

第３回目 食中毒 食中毒概論、細菌性食中毒

第１回目
食品衛生とは
食品衛生法律・行政

食品衛生の概念と定義、飲食物の安全

到達目標
(目標検定･資格を含む)

　食品衛生・食品の安全性確保に関する制度や法律、食中毒要因物質の種類と原
因・食品汚染物質の種類と具体的な食品の汚染、健康への影響、・食品添加物の種
類と用途ならびに安全性について説明できるようになる。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

『新・フードコーディネーター教本 2020　3級資格認定試験対応テキスト』 柴田書店

成績評価の方法
・基準

期末試験と確認テスト、授業出席率、受講態度課題提出等総合的評価
出席率が70%を下回る場合は不可。

履修に当たって
の留意点

テキスト中心に講義形式で行い授業進行上、講義項目の順番を変更する場合があ
る。定期的に確認テストを行い理解度をチェックする。

授業計画 テーマ 内容

担当教員 岡庭　千代乃
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要

　食品の安全性の確保や衛生管理をするために必要な食品衛生行政、関係法規に
ついて学び、食品に関係する病原性微生物、化学物質、有害物質などに起因する健
康被害を未然に防ぐ方策を科学的に理解し食品添加物の種類と用途ならびに安全
性を理解する。

授業時数 １５時間 単位数 １単位

授業方法 講義 企業等との連携

科目名 食の安全 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　前期
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第４３回目～第４５回目

外食産業 外食産業の発展

開発計画の作成とプレゼンテーション③　〃

第３０回目～第３３回目

第３４回目～第３６回目

第３７回目～第３９回目

開発計画の作成とプレゼンテーション②　〃第４０回目～第４２回目

開発計画の作成とプレゼンテーション①商品開発案①

第１２回目～第１４回目

　〃 食の企画の流れ③

食の企画 食の企画の流れ①

　〃 食の企画の流れ➁第１５回目～第１７回目

第１８回目～第２０回目

外食産業の市場規模と動向

企業の経営

企画・立案のコツ・企画書の基本構成企画・立案

　〃

第２１回目～第２３回目

　〃 経営形態

第２４回目～第２６回目

第２７回目～第２９回目

企業の役割

第９回目～第１１回目

食環境の多様性　〃第３回目～第５回目

メニュープランニング メニュープランニングの流れ・トレンドの読み方第６回目～第８回目

　〃 食品流通とメニュー作り・メニュープランニングの事例

第１回目～第２回目

到達目標
(目標検定･資格を含む)

食品を開発するにあたり、開発計画が立案できる能力を育成すること。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

『新・フードコーディネーター教本 2020　3級資格認定試験対応テキスト』 柴田書店

成績評価の方法
・基準

期末試験と確認テスト、授業出席率、受講態度課題提出等総合的評価
出席率が70%を下回る場合は不可。

履修に当たって
の留意点

講義形式で行い授業進行上、講義項目の順番を変更する場合がある。定期的に確
認テストを行い理解度をチェックする。

授業計画 テーマ 内容

食品開発の取り組み 食品開発の目的

担当教員 岡庭　千代乃
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要

　加工・販売までを総合的に取り組む科目である。ここでは、商品開発、商品企画等
の知識を実践的な演習を通して習得し、衛生的な調理操作・調味操作を行って商品
を作り、それを効果的に提供するすべての作業である。食品 開発の取り組みに当た
り、食品企業（メーカー）での実習の経験を活かして実施。

授業時数 ９０時間 単位数 ３単位

授業方法 演習 企業等との連携

科目名 食品開発基礎 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次　後期
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〇：該当

〇：該当

第5回目～第150回目

第151回目～第180回目
材料搬入から

商品出荷

衛生管理をはじめ、原材料搬入、材料前処理工程、
製造、包装工程検品・箱詰め、出荷、ごみ処理、清
掃等

第181回目～第210回目

第1回目～第4回目 オリエンテーション 各施設説明、使用機器説明、片付け清掃確認

到達目標
(目標検定･資格を含む)

大量生産の一連の過程を体験し、衛生面・製造・包装過程、検品・箱詰め、清掃、ゴミ
処理などを習得する。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

授業出席率・受講態度及び課題提出等を総合的に判断し評価する。

履修に当たって
の留意点

工場の状況等に因り授業内容が計画通りの順序とは異なる場合がある。

授業計画 テーマ 内容

担当教員 椎名　貴志
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要
連携企業工場での実習を通じて、材料搬入から商品出荷までの一連の流れを学ぶと
ともに衛生管理や身だしなみ管理なども習得する。

授業時数 ２１０時間 単位数 ７単位

授業方法 実習 企業等との連携 〇

科目名 企業連携実習Ⅰ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次 　前期・後期
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〇：該当

〇：該当

科目名 販売実践実習Ⅰ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次 後期

授業時数 ３０時間 単位数 １単位

授業方法 実習 企業等との連携 〇

担当教員 椎名　貴志
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要
連携企業店舗内での販売実習、在庫管理、、商品流通における知識などを実践的に
学ぶとともにコミュニケーション能力・企画能力、販売・経営に繋がる知識・技術を実
践的に収得する。

第1回目 オリエンテーション 各店舗説明、使用機器説明、片付け清掃確認

到達目標
(目標検定･資格を含む)

コミュニケーション能力から企画能力、販売・経営に繋がる知識・技術を習得する。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜配布

成績評価の方法
・基準

授業出席率・受講態度及び提出課題等を総合的に判断し評価する。

履修に当たって
の留意点

工場の状況等に因り授業内容が計画通りの順序とは異なる場合がある。

授業計画 テーマ 内容

第21回目～第25回目 販売実践基礎⑤

第26回目～第30回目 販売実践基礎⑥

店舗アイテムの販売経路、集荷状況から流通
店舗販売実習で経営管理販売
技術、店舗運営補助技術やPOP制作等の基礎を
学ぶ

第11回目～第15回目 販売実践基礎③

第16回目～第20回目 販売実践基礎④

第2回目～第5回目 販売実践基礎①

第6回目～第10回目 販売実践基礎②
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〇：該当

〇：該当

第８５～９０回目 現地視察
県内外の生産者、種苗・資材・農業機械関連企業等
の見学

第７３～７８回目 農産物の販売 直売所での販売実践、POP作成

第７９～８４回目 栽培の記録 トレーサビリティへの需要と記録の重要性

第６１～６６回目 鳥獣害対策 電牧、ネット等を用いた鳥獣害対策

第６７～７２回目 収穫・調整 使用する道具、規格や調整方法

第４９～５４回目 野菜・作物の管理 間引きや仕立て等の目的と方法、タイミング

第５５～６０回目
背負い式防除機と農
薬

農薬の特性、背負い式防除機の操作方法と其々の
注意点

第３７～４２回目 水稲栽培 田植え機の基本操作等

第４３～４８回目 水稲栽培② 水管理等畑作との差異

第２５～３０回目 肥培管理 肥料の特徴と成分ごとの効果

第３１～３６回目
歩行型トラクタと乗用
型トラクタ

構造と基本操作

第１３～１８回目 播種・定植と育苗 品種ごとの特徴やセル成型苗の効果

第１９～２４回目 農業資材 マルチ・寒冷紗等の役割と用法

第１～６回目 農具の使い方 鍬・ハサミ等基本的な農具の特徴と使い方

第7～12回目 刈り払い機 構造と基本操作

履修に当たって
の留意点

機械等操作する場面が多いため、安全面には特に留意していもらいたい。

授業計画 テーマ 内容

到達目標
(目標検定･資格を含む)

日本農業技術検定３級・２級

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

授業出席率、受講態度及び提出課題等を総合的に判断し評価する。ただし、出席率
が７０%を下回る場合は不可とする。

担当教員
町田照夫・柿崎渉

齋藤一行・宮田祐介
実務経験のある

教員科目
○

科目概要

農場における各種栽培管理実習を通じ、農業の基本的な知識・技術の習得を図る。
授業は校外の圃場での実習を基本とし、必要に応じて現地視察などを取り入れ、水
稲、野菜、作物などの栽培を実習形式で行う。体系的な実習と都度の記録・振り返り
を通じて、創造的・実践的態度を身につける。

授業時数 ９０時間 単位数 ３単位

授業方法 実習 企業等との連携

科目名 農業基礎実習 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 １年次 前期
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〇：該当

〇：該当

科目名 マーケティング 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次　前期・後期

授業時数 ６０時間 単位数 ４単位

授業方法 講義 企業等との連携

今までの農業・これからの農業

農と食の関係

担当教員 牛久　和弘
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要
日々変化する消費者の購買需要に働きかける活動がマーケティングである。ここで
は、農産物の引力を高め、消費者を引きつけ、「農」と「食」を効果的につなぐ手法を
学ぶ。

農業の再定義

第７回目～第８回目

第５回目～第６回目

第1回目～第２回目

第３回目～第４回目

到達目標
(目標検定･資格を含む)

農業におけるマーケティングの方向性を検討し、マーケティングの知識を習得、行動
につないでいく。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

農業のマーケティング教科書　日本経済新聞出版社

成績評価の方法
・基準

定期考査および受講態度、出席率を総合的に判断する。
ただし、出席率が７０％を下回る場合は不可とする。

履修に当たって
の留意点

農業におけるマーケティング事例を紹介しながら、「農」と「食」に係わるマーケティン
グ手法について興味関心を持って取り組む。

授業計画 テーマ 内容

これからの農業

第１７回目～第１８回目

第１９回目～第２０回目

第１３回目～第１４回目

第１５回目～第１６回目

第９回目～第１0回目

第１１回目～第１２回目

第２９回目～第３０回目

第２５回目～第２６回目

第２７回目～第２８回目

第２１回目～第２２回目

第２３回目～第２４回目

取り組み事例② 農業マーケティングの取り組み事例②

ブランド① 強いブランド作りとは①

農業マーケティング①

農業マーケティング②

品質

取り組み事例① 農業マーケティングの取り組み事例①

農業にマーケティングの発想①

農業にマーケティングの発想②

品質と消費者

強いブランド作りとは②

農産物の個性化① 個性化を打ち出す方法とは①

マーケティング活動② まとめ

農産物の個性化② 個性化を打ち出す方法とは②

６次産業化 農業の６次産業化を成功させるために

体験価値 農業の体験価値の伝え方

マーケティング活動① 積極的なマーケティング活動を行うためには

ブランド②
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〇：該当

〇：該当

科目名 パソコン実習Ⅱ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次　後期

授業時数 ３０時間 単位数 １単位

授業方法 実習 企業等との連携

担当教員 望月　久美
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要
職場で役立つパソコンを効率よく活用するため、また商品のパッケージデザイン等を
行う際に必要なIllustrator,Photoshopの基本操作を習得する。

到達目標
(目標検定･資格を含む)

学校内部の制作物や外部コンテストにおいて制作できる技術を習得する。デザイン面
においては規定の形式を元にオリジナリティを組み込めるレベルで制作できる。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

Illustratorクイックマスター　（KKウィネット）
Photoshopクイックマスター　　（KKウィネット）

成績評価の方法
・基準

課題提出および受講態度、出席率を総合的に判断する。
ただし、出席率が７０％を下回る場合は不可とする。

第１回目 導入 Adobe Illustratorとは

第２回目 基本操作編① 基本操作

履修に当たって
の留意点

基本技術を習得する際に季節の行事に合わせて印刷物やＳＮＳに対応した素材作成
を意識して指導する。

授業計画 テーマ 内容

オブジェクトの基本操作

第５回目 基本操作編④ カラー設定

第６回目 基本操作編⑤ オブジェクトの編集

第４回目 基本操作編③ パスの描画

第３回目 基本操作編②

第７回目 基本操作編⑥ 文字の作成

第８回目
Photoshopの操作に
ついて

インターフェイス・環境設定

第９回目 コンテンツ制作① 名刺の作成

第１０回目 コンテンツ制作② 写真をパスに変換

第１１回目 コンテンツ制作③ イラストレーション

第１２回目 コンテンツ制作④ ロゴデザイン

第１５回目 技術のまとめ 操作の習得状況の確認

第１３回目 コンテンツ制作⑤ ページ設定

第１４回目 コンテンツ制作⑥ 文書の印刷
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〇：該当

〇：該当

第１５回目 ＰＯＰ広告実技⑮ ＰＯＰ広告作品制作⑩　総合課題

第１３回目 ＰＯＰ広告実技⑬ ＰＯＰ広告作品制作⑧

第１４回目 ＰＯＰ広告実技⑭ ＰＯＰ広告作品制作⑨

第１１回目 ＰＯＰ広告実技⑪ ＰＯＰ広告作品制作⑥

第１２回目 ＰＯＰ広告実技⑫ ＰＯＰ広告作品制作⑦

第９回目 ＰＯＰ広告実技⑨ ＰＯＰ広告作品制作④

第１０回目 ＰＯＰ広告実技⑩ ＰＯＰ広告作品制作⑤

第７回目 ＰＯＰ広告実技⑦ ＰＯＰ広告作品制作②

第８回目 ＰＯＰ広告実技⑧ ＰＯＰ広告作品制作③

角ゴシック風の書体で片仮名と英字を書く

第５回目 ＰＯＰ広告実技⑤ 色彩効果を学ぶ

第６回目 ＰＯＰ広告実技⑥ ＰＯＰ広告作品制作①

第４回目 ＰＯＰ広告実技④ 丸ゴシック風の書体で書く

第３回目 ＰＯＰ広告実技③

履修に当たって
の留意点

手描きの課題については作成ルールに従って行っているかを把握する必要がある。
イラストも含めて規定に属していることを評価する。特にイラストについては得手不得
手等のデザイン評価ではなく規定に従っているかを把握する。

授業計画 テーマ 内容

第１回目 ＰＯＰ広告実技① 角ゴシック風の書体で漢字を書く

第２回目 ＰＯＰ広告実技② 角ゴシック風の書体で平仮名と英字を書く

到達目標
(目標検定･資格を含む)

外部イベントや学園祭、販売実践実習等で購買時点広告を作成できる。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

ＰＯＰ技能審査試験実技ワークブック
その他必要なものについては適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

日常の成績、出席率、実習の結果を合わせて総合的に評価する。

担当教員 望月　久美
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要

ＰＯＰ広告は、商品の正確な情報や魅力を伝え、消費意欲を促す手段として欠かすこ
とのできないものである。消費者の購買心理を理解し、ニーズに訴え、伝達する能力
を学ぶ。ここでは、販売促進の基礎とＰＯＰ広告作成に関する基本知識を習得するこ
とを目的とする。

授業時数 ３０時間 単位数 １単位

授業方法 演習 企業等との連携

科目名 ＰＯＰ・色彩 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次　前期
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〇：該当

〇：該当

第21回目～第25回目 販売実践基礎⑤

第26回目～第30回目 販売実践基礎⑥

店舗アイテムの販売経路、集荷状況から流通
店舗販売実習で経営管理販売
技術、店舗運営補助技術やPOP制作等の基礎を
学ぶ

第11回目～第15回目 販売実践基礎③

第16回目～第20回目 販売実践基礎④

第2回目～第5回目 販売実践基礎①

第6回目～第10回目 販売実践基礎②

第1回目 オリエンテーション 各店舗説明、使用機器説明、片付け清掃確認

到達目標
(目標検定･資格を含む)

コミュニケーション能力から企画能力、販売・経営に繋がる知識・技術を習得する。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜配布

成績評価の方法
・基準

授業出席率・受講態度及び提出課題等を総合的に判断し評価する。

履修に当たって
の留意点

工場の状況等に因り授業内容が計画通りの順序とは異なる場合がある。

授業計画 テーマ 内容

担当教員 椎名　貴志
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要
連携企業店舗内での販売実習、在庫管理、、商品流通における知識などを実践的に
学ぶとともにコミュニケーション能力・企画能力、販売・経営に繋がる知識・技術を実
践的に収得する。

授業時数 ３０時間 単位数 １単位

授業方法 実習 企業等との連携 〇

科目名 販売実践応用実習 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次 後期

-112-



〇：該当

〇：該当

科目名 農産物加工実習 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次　後期

担当教員 岡庭　千代乃
実務経験のある
教員科目

○

科目概要
　食品の加工と保存の原理を理解し、食品の保存性を高めるために用いられている
さまざまな加工技術について理解し、加工食品の規格や表示についても実習を行
い、加工工程の内容を学ぶ。

授業時数 ３０時間 単位数 １単位

授業方法 実習 企業等との連携

到達目標
(目標検定･資格を含む)

食品の加工貯蔵に興味を持ち、製造工程を理解し、主な加工食品に対しての理解を
深め、正確な基礎知識を身に付ける事が

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

自作テキスト
必要なものについては適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

定期考査および受講態度、実習態度、出席率を総合的に判断する。
ただし、出席率が７０％を下回る場合は不可とする。

履修に当たって
の留意点

食品加工論の講義内容でそれに準じた食品加工実習の目的、原理を解説し、その後
実習を行う。実習終了後は、出来上がりなどについて試食・ディスカッションを行う。

授業計画 テーマ 内容

第２回目 農産食品の加工 穀物について、穀物を使用した加工実習

第３回目 　〃 粉類について、粉類についての加工実習

第1回目 導入、食品の包装、びん詰め
食生活と食品加工、食品加工の目的、
加工食品の規格や表示制度

第６回目 　〃 野菜類について、野菜類についての加工実習

第７回目 　〃 果実類について、果実類についての加工実習

第４回目 　〃 豆類について、豆類についての加工実習

第５回目 　〃 いも類について、いも類についての加工実習

第１0回目 　〃 卵類について、卵類についての加工実習

第１１回目 食品の保存方法
殺菌・除菌による保存
殺菌・除菌による保存についての加工実習

第８回目 畜産食品の加工 畜肉類について、畜肉類についての加工実習

第９回目 　〃 乳類について、乳類についての加工実習

第１４回目 　〃
ｐＨの調節による保存
ｐＨの調節による保存についての加工実習

第１５回目 　〃
水分活性の低下と浸透圧による保存
水分活性の低下と浸透圧による加工実習

第１２回目 　〃
乾燥法による保存
乾燥法による保存についての加工実習

第１３回目 　〃
低温による保存
低温による保存についての加工実習
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科目名 食品流通論 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次 後期

授業時数 ３０時間 単位数 ２単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 牛久　和弘
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要
食品の基本的な知識をもとに、マーケティング戦略構築のため、食品流通の成り立ち
と特徴を学ぶ。

到達目標
(目標検定･資格を含む)

生産から販売迄の流通経路について理解し、マーケティングの知識を生かした販売
戦略の立て方を習得する。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

食品流通（実教出版）

成績評価の方法
・基準

受講態度および出席率、定期考査などを総合的に判断して成績評価する。

第１回目 導入 履修内容・目的・授業計画についての説明

第２回目 現代生活と食品流通 流通の歴史・流通の役割

履修に当たって
の留意点

教科書を中心に講義を行うとともに、時代に即した内容を反映させる。また、テーマを
決めてワークショップを行い、思考、討論、要約、発表の技術を身につけるために、主
体性を持って取り組んでほしい。

授業計画 テーマ 内容

流通の働き

第５回目 経済活動と食料 食品流通と環境問題

第６回目 食品流通のしくみと働き 食品流通の特徴としくみ

第４回目 経済活動と食料 世界と日本の食料事情

第３回目 現代生活と食品流通

第７回目 おもな食品の流通 米の流通・麦の流通

第８回目 おもな食品の流通 青果物の流通・畜産物の流通

第９回目 おもな食品の流通 加工食品の流通

第10回目 食品の品質と規格 食品流通と包装

第11回目 食品の品質と規格 食品の変質と品質保持

第12回目 食品の物流 流通のしくみと働き

第15回目 総合評価 総合評価

第13回目 食品の物流 食品の輸送と保管

第14回目 食品マーケティング
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科目名 ＩＣＴ・マーケティング基礎演習 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次　前期・後期

授業時数 ６０時間 単位数 ２単位

授業方法 演習 企業等との連携

担当教員 福田　篤志
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要

６次産業化における３次産業分野の強みを活かすため、
Agri×Techとして、農業分野で情報技術をどのように活用できるかを学習する。
情報技術分野における基礎的な知識や操作の学習とともに、情報技術を利用した農
業支援の実務を学習する。
IoT、Web、Cloud等の環境を活用できるよう、簡易の開発や、運用の演習を行う。

第１回目～第２回目 ストラテジ概論
①農業ICTについて
②企業活動

到達目標
(目標検定･資格を含む)

各就業先の現場で役立つよう、技術革新の動向にも配慮した基礎知識や技術の習
得をする。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

オリジナルテキスト

成績評価の方法
・基準

日常の成績、出席率、実習の結果を合わせて総合的に評価する。

履修に当たって
の留意点

授業は、個別の電子デバイスを利用した演習を実施する。個別の表現になる為、グ
ループ学習やロールプレイ、プレゼンテーション等の機会を取り入れていくので、主体
的に学習していってほしい。

授業計画 テーマ 内容

第３回目～第４回目 ストラテジ概論
③法務
④経営戦略

第５回目～第６回目 ストラテジ概論・実習
⑤システム戦略
実習＿ストラテジ

第７回目～第８回目 ストラテジ実習 実習＿ストラテジ

第９回目～第１０回目
ストラテジ実習
テクノロジ概論

実習＿ストラテジ
①基礎

第１１回目～第１２回目 テクノロジ概論
②Web
③Web

第１３回目～第１４回目 テクノロジ概論
④IoT
⑤IoT

第１５回目～第１６回目 テクノロジ実習 実習＿テクノロジ

第１７回目～第１８回目 テクノロジ実習 実習＿テクノロジ

第１９回目～第２０回目
テクノロジ実習
マネジメント概論

実習＿テクノロジ
①基礎

第２１回目～第２２回目 マネジメント概論
②基礎
③応用

第２３回目～第２４回目 マネジメント概論
④応用
⑤応用

第２５回目～第２６回目 マネジメント実習 実習＿マネジメント

第２７回目～第２８回目 マネジメント実習 実習＿マネジメント

第２９回目～第３０回目 総合 総合
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第121回目～第150回目 施設栽培①
イチゴ・果菜類・葉菜類等の
栽培管理・出荷調整技術

第151回目～第180回目 施設栽培② 果菜類等の栽培管理・出荷調整技術

第1回目～第120回目 露地栽培 葉菜類・根菜類等の栽培管理・出荷調整技術

到達目標
(目標検定･資格を含む)

１年次で身につけた技能・知識を基に、効率や収益も視野に入れて作業できるように
なる。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜配布。

成績評価の方法
・基準

授業出席率・受講態度及び課題提出等を総合的に判断し評価する。

履修に当たって
の留意点

天候・栽培状況等により授業内容が計画通りの順序とは異なることがある。

授業計画 テーマ 内容

担当教員 齋藤一行・宮田祐介　他
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要
連携企業農場での実習を通じて、露地栽培・施設栽培における栽培管理の手法・技
術を実践的に学ぶ。播種、育苗、定植、栽培管理、収穫、選別・出荷調整等消費者に
提供されるまでの一連の流れを体系的に学び、身につける。

授業時数 ３６０時間 単位数 １２単位

授業方法 実習 企業等との連携 〇

科目名 企業連携実習Ⅱ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　前期・後期
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科目名 企業連携実習応用 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　前期・後期

授業時数 １５０時間 単位数 ５単位

授業方法 実習 企業等との連携 〇

担当教員 齋藤一行・宮田祐介
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要
連携企業農場での実習を通じて、露地栽培における栽培管理の手法・技術を実践的
に学ぶ。特に冷涼な地域での工芸作物・葉菜類の栽培において必要とされる管理作
業に重点を置いて実習を行う。

第1回目～第50回目 露地栽培① 工芸作物の栽培管理・加工

到達目標
(目標検定･資格を含む)

１年次で身につけた技能・知識を基に、効率や収益も視野に入れて作業できるように
なる。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜配布。

成績評価の方法
・基準

授業出席率・受講態度及び課題提出等を総合的に判断し評価する。

履修に当たって
の留意点

天候・栽培状況等により授業内容が計画通りの順序とは異なることがある。

授業計画 テーマ 内容

第51回目～第75回目 露地栽培② 葉菜類の栽培管理・出荷調整
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科目名 ６次産業商品開発Ⅰ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次　前期

担当教員 牛久　和弘
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要
６次産業は、生産から加工・販売までを総合的に取り組む産業である。ここでは、６次
産業を実践する上で必要となる商品開発、商品企画等の知識を実践的な演習を通し
て習得する。同時に群馬イノベーションアワードへの参加も行う。

授業時数 ６０時間 単位数 ２単位

授業方法 演習 企業等との連携

到達目標
(目標検定･資格を含む)

群馬イノベーションアワードファイナリスト

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

日常の成績、出席率、課題研究レポートの結果を合わせて総合的に評価する。

履修に当たって
の留意点

６次産業の取り組み事例を紹介、４Ｐ理論を利用しながらオリジナルのプランを立てら
れるようにする。

授業計画 テーマ 内容

第７回目～第８回目 事例研究③

第９回目～第１0回目 商品開発案①

第３回目～第４回目 事例研究①

第５回目～第６回目 事例研究②

第1回目～第２回目 ４Ｐ理論について

第２７回目～第２８回目

第２９回目～第３０回目

第２３回目～第２４回目

第２５回目～第２６回目

第１９回目～第２０回目

第２１回目～第２２回目

第１５回目～第１６回目

第１７回目～第１８回目

第１１回目～第１２回目

第１３回目～第１４回目 開発計画の作成とプレゼンテーション②

６次産業の事例を4Ｐ理論から読み解く

６次産業の事例を4Ｐ理論から読み解く

６次産業の事例を4Ｐ理論から読み解く

プロダクト・プロモーション・プライス・プレイス

群馬イノベーションアワードについて

商品開発案④

商品開発案⑤

商品開発案⑥

商品開発案⑦

商品開発案⑧

商品開発案⑨

商品開発案⑩

商品開発案⑪

開発計画の作成とプレゼンテーション①

開発計画の作成とプレゼンテーション③

開発計画の作成とプレゼンテーション④

開発計画の作成とプレゼンテーション⑤

開発計画の作成とプレゼンテーション⑥

開発計画の作成とプレゼンテーション⑦

開発計画の作成とプレゼンテーション⑧

開発計画の作成とプレゼンテーション⑨

開発計画の作成とプレゼンテーション⑩

商品開発案②

商品開発案③
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検定についての概要説明と合格基準

到達目標
(目標検定･資格を含む)

危険物取扱者乙類４種　/2年次：毒物劇物取扱試験（一般）

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

・チャレンジライセンス　乙種４類　危険物取扱者テキスト（実教出版）
・毒物劇物取扱責任者ポイントレッスン（新星出版社）及び、合格教本（技術評論社）

成績評価の方法
・基準

授業出席率、授業態度、確認テスト等を総合的に判断し評価する。ただし、出席率が
７０％を下回る場合は不可となる。

履修に当たって
の留意点

・授業に出席すること。覚えるべき用語（キーワード）は正確に確実に頭に叩き込んで
検定にチャレンジ。
・11月15日（日）危険物検定終了後、毒物劇物取扱者試験にシフトする。

授業計画 テーマ 内容

第1回目～第２回目 導入：危険物取扱試験とは

第２７回目～第２８回目 過去の問題理解② 性質及び貯蔵その他取扱方法

第２９回目～第３０回目 過去の問題理解③ 識別及び取扱い方法

第２３回目～第２４回目 毒物劇物取扱責任者とは 検定についての概要説明と基準

第２５回目～第２６回目 過去の問題理解① 毒物及び劇物に関する法規

第１９回目～第２０回目 検定対策② 模擬問題演習②

第２１回目～第２２回目 検定対策③ 模擬問題演習③

第１５回目～第１６回目 危険物に関する法令③ 危険物の分類管理等、まとめ

第１７回目～第１８回目 検定対策① 模擬問題演習①

第１１回目～第１２回目 危険物に関する法令① 危険物と指定数量・保安制度

第１３回目～第１４回目 危険物に関する法令②
危険物取扱者と保安講習、製造所等の区分と位置・
構造・設備の基準

第７回目～第８回目 危険物の性状① 危険物の分類・乙種第４類危険物の性質①・事故例

第９回目～第１0回目 危険物の性状② 乙種第４類危険物の性質②

第３回目～第４回目 物理、化学の基礎知①
物理の基礎的な知識（物質の三態）・化学の基礎的
な知識（酸化と還元）

第５回目～第６回目 物理、化学の基礎知② 危険物乙種4類：燃焼、消火に関する基礎的な知識

担当教員 石川　茂弘
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要
危険物取扱者乙種第４類および毒物劇物取扱責任者の資格を取得するために必要
な、基礎的な物理知識や化学知識、これに関わる法規類を学習する。

授業時数 ６０時間 単位数 ４単位

授業方法 講義 企業等との連携

科目名 応用化学 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次　前期・後期
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〇：該当

〇：該当

履修に当たって
の留意点

授業計画 テーマ 内容

第１回目～第１５回目 プレゼンテ-ション手法
POWERPOINTを用いたプレゼンテ-ション資料の作
成手法を学ぶ

第１６回目～第３０回目 資料作成 研究課題のとりまとめ、プレゼン資料の作成

到達目標
(目標検定･資格を含む)

卒業研究発表資料・卒業研究論文

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

授業出席率、受講態度及び課題提出等を総合的に判断し評価する。ただし、出席率
が７０％を下回る場合は不可とする。

担当教員 町田照夫・柿崎渉
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要

各自課題を設定し、その課題解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、
総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。ま
た、POWERPOINTを用いて研究成果を発表する為のプレゼンテ―ションスキル・能力
についても、研究内容をまとめていく中で、実践的に学習し習得する。

授業時数 ６０時間 単位数 ２単位

授業方法 演習 企業等との連携

科目名 卒業研究 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次　前期・後期
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〇：該当

〇：該当

科目名 作物栽培演習 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次　前期・後期

授業時数 ６０時間 単位数 ２単位

授業方法 演習 企業等との連携

担当教員 町田照夫・柿崎渉
実務経験のある
教員科目

〇

科目概要
１年次の農業実習を基礎に自ら栽培する作物を選定し、栽培計画を立案、一連の栽
培管理を実際に行う。また、栽培計画立案に当たっては収穫物の活用方法について
も考慮し、商品開発等の授業へ活用するものとする。

到達目標
(目標検定･資格を含む)

栽培計画～収穫までの一連の技術習得。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

授業出席率、受講態度及び課題提出等を総合的に判断し評価する。ただし、出席率
が７０％を下回る場合は不可とする。

第１回目～第２回目 栽培計画立案 収穫物の活用を前提に栽培計画を立案する

第３回目～第２８回目 栽培管理 播種～収穫までの栽培管理

履修に当たって
の留意点

授業計画 テーマ 内容

収穫物について計画に沿って販売・加工等を行う第２９回目～第３０回目 収穫物の活用
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〇：該当

〇：該当

第５１１回目～第５４０回目 商品販売 商品の陳列・接客の仕方、衛生管理等

　　第５回目～第１７４回目

第１７４回目～第３４１回目
材料搬入から

商品出荷

衛生管理をはじめ、原材料搬入、材料前処理工程、
製造、包装工程検品・箱詰め、出荷、ごみ処理、清
掃等と食品開発の企画、試作、製造、評価等

第１７４回目～第５１０回目

第１回目～第４回目 オリエンテーション 各施設説明、使用機器説明、片付け清掃確認

到達目標
(目標検定･資格を含む)

１年次の実習を基礎として食の開発・販売にかかわる知識・技術を身につける。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

授業出席率・受講態度及び課題提出等を総合的に判断し評価する。

履修に当たって
の留意点

工場の状況等に因り授業内容が計画通りの順序とは異なる場合がある。

授業計画 テーマ 内容

担当教員 椎名　貴志
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要
１年次の連携企業工場での実習を基礎として、２年次には食品開発の企画、試作、
製造、販売、評価などを体験し、商品開発・販売時の陳列等に必要なスキルを収得す
る。

授業時数 ５４０時間 単位数 １８単位

授業方法 演習 企業等との連携 〇

科目名 食品開発演習Ⅰ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次 　前期・後期
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〇：該当

〇：該当

新商品試作

　　　　　　〃 企業プレゼン、評価・検討

　　　　　　〃 試作、　完成

企業連携新商品開発
②

企業より商品開発の流れの説明、レシピ作成

　　　　　　〃 新商品試作

企業連携新商品開発
③

　　　　　　〃

　　　　　　〃

新商品開発まとめ

導入

基礎調理

企業連携新商品開発
①

　　　　　　〃

　　　　　　〃 企業プレゼン、評価・検討

試作、　完成

企業より商品開発の流れの説明、レシピ作成

　　　　　　〃 新商品試作

　　　　　　〃第７回目～第８回目

第９回目～第１0回目

第３回目～第４回目

第５回目～第６回目

第1回目～第２回目

第２７回目～第２８回目

第２９回目～第３０回目

第２３回目～第２４回目

第２５回目～第２６回目

第１９回目～第２０回目

第２１回目～第２２回目

第１５回目～第１６回目

第１７回目～第１８回目

第１１回目～第１２回目

第１３回目～第１４回目

基礎調理について

基礎調理実習

企業より商品開発の流れの説明、レシピ作成

到達目標
(目標検定･資格を含む)

企業連携を行うことで、新商品開発に必要な一連の過程を習得する。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

授業出席率・受講態度及び課題提出等を総合的に判断し評価する。

履修に当たって
の留意点

企業の方からの授業形態もあるため、実際の現場の様子も授業に取り入れた学習内
容である。

授業計画 テーマ 内容

科目概要

様々な食材を用いて、新しい食品の開発を試みる。企業と連携して新商品開発の企
画、試作、製造、評価などを体験的に学び食品開発のための知識・技術を身につけ
る。また、自分たちで栽培・収穫した野菜のパッケージングのデザインも試作すること
により販売技術を学ぶ。

授業時数 ６０時間 単位数 ２単位

授業方法 演習 企業等との連携 〇

科目名 ６次産業商品開発Ⅱ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次　後期

担当教員 岡庭　千代乃
実務経験のある
教員科目

〇

企業プレゼン、評価・検討

試作、　完成

企業連携商品開発の確認
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〇：該当

〇：該当

新商品試作

　　　　　　〃 企業プレゼン、評価・検討

　　　　　　〃 試作、　完成

企業連携新商品開発
②

企業より商品開発の流れの説明、レシピ作成

　　　　　　〃 新商品試作

企業連携新商品開発
③

　　　　　　〃

　　　　　　〃

新商品開発まとめ

導入

基礎調理

企業連携新商品開発
①

　　　　　　〃

　　　　　　〃 企業プレゼン、評価・検討

試作、　完成

企業より商品開発の流れの説明、レシピ作成

　　　　　　〃 新商品試作

　　　　　　〃第７回目～第８回目

第９回目～第１0回目

第３回目～第４回目

第５回目～第６回目

第1回目～第２回目

第２７回目～第２８回目

第２９回目～第３０回目

第２３回目～第２４回目

第２５回目～第２６回目

第１９回目～第２０回目

第２１回目～第２２回目

第１５回目～第１６回目

第１７回目～第１８回目

第１１回目～第１２回目

第１３回目～第１４回目

基礎調理について

基礎調理実習

企業より商品開発の流れの説明、レシピ作成

到達目標
(目標検定･資格を含む)

企業連携を行うことで、新商品開発に必要な一連の過程を習得する。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

日常の成績、出席率、課題研究レポートの結果を合わせて総合的に評価する。

履修に当たって
の留意点

企業の方からの授業形態もあるため、実際の現場の様子も授業に取り入れた学習内
容である。

授業計画 テーマ 内容

科目概要

様々な食材を用いて、新しい食品の開発を試みる。企業と連携して新商品開発の企
画、試作、製造、評価などを体験的に学び食品開発のための知識・技術を身につけ
る。また、自分たちで栽培・収穫した野菜のパッケージングのデザインも試作すること
により販売技術を学ぶ。

授業時数 ６０時間 単位数 ２単位

授業方法 実習 企業等との連携

科目名 フードデザインⅠ 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次　後期

担当教員 岡庭　千代乃
実務経験のある
教員科目

企業プレゼン、評価・検討

試作、　完成

企業連携商品開発の確認
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〇：該当

〇：該当

第２３回目～第２４回目 　　〃 　　　　　　　　　〃

第２５回目～第２６回目 　　〃 　　　　　　　　　〃

第２７回目～第２８回目 　　〃 　　　　　　　　　〃

第２９回目～第３０回目 応用技術のまとめ まとめ

第１５回目～第１６回目 応用調理 日本料理の特徴、献立構成

第１７回目～第１８回目 　　〃 西洋料理の特徴、献立構成

第１９回目～第２０回目 　　〃 中華料理の特徴、献立構成

第２１回目～第２２回目 加工調理 農業実習での収穫物の加工、調理

第１３回目～第１４回目 　　〃 　　　　　　　　　〃

第７回目～第８回目 　　〃 中華料理の特徴、献立構成

第９回目～第１０回目 加工調理 農業実習での収穫物の加工、調理

第１回目～第２回目 導入、基礎調理 基本調理について

第１１回目～第１２回目 　　〃 　　　　　　　　　〃

第３回目～第４回目 基礎調理 日本料理の特徴、献立構成 

第５回目～第６回目 　　〃 西洋料理の特徴、献立構成

履修に当たって
の留意点

基本的な調理技術・知識を身につけるためには、特に技術面は繰り返しの練習が必
要となる。

授業計画 テーマ 内容

到達目標
(目標検定･資格を含む)

新商品開発の工程と技術を学ぶための、調理の基礎知識・技術を身につける。また、
旬の食材を美味しく調理し商品開発の技術向上を目標とする。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

適宜指示する。

成績評価の方法
・基準

日常の成績、出席率、課題研究レポートの結果を合わせて総合的に評価する。

授業時数 ６０時間 単位数 ２単位

授業方法 実習 企業等との連携

担当教員 岡庭　千代乃
実務経験のある

教員科目
〇

科目概要
農業実習で収穫した旬の食材を使用した調理・加工について学び調理技術や食味・
食感等を身につける。また、実習を通して新商品開発に必要な技術を収得する。

科目名 食農実習 学科名 ファーム農業経営学科

分類 必修 配当年次・学期 ２年次　前期
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