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はじめに 

 

本書は「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」（Society5.0 等対応カリキュ

ラムの開発・実証）「農業分野のスマートワークを推進・実現する人材育成プログラム開

発事業」3 年目の成果報告書です。 

本事業は我が国の農業が直面している高齢化や後継者不足等の喫緊の課題に対し、

Society5.0 の時代にふさわしい、若者に魅力のある農業を構築していくことで、問題の

解決に取組もうとするものです。 

具体的には、ICT を活用してデータを取得し、今まで経験や勘の暗黙知で行われてい

た内容を形式知化し、新規就農者にも匠の技の継承を行いやすくします。そのことで、経

営に不安を抱える新規就農者も、経営が早期に安定し、農業を続けていくことを前向きに

考えることができるようになります。このように、農業を精密に、効率的に行う農業（ス

マート農業）が今後の農業のあり方として、必要不可欠になってきます。  

しかし、スマート農業の実現に必要となる新しい知識・技能・技術が求められている

にもかかわらず、それらを勉強するカリキュラムが存在していないのが現状です。 

そこで、本校は一昨年度、本事業において実施委員会や専門部会、実証部会を組織し、

ICT 農業の先進事例調査や ICT 農業に関する農業者アンケートを行いました。そして、

その結果をもとに、「農業 ICT」や「ドローン基礎」科目のシラバス・コマシラバス、

教材の作成に取組むと共に、「ICT 農業」科目について実証講座を行うなど、カリキュ

ラムの開発に着手しました。  

本年度は、本事業において過去 2 年に作成した全 11 科目のシラバス・コマシラバスと、

「露地栽培Ⅰ 水耕栽培Ⅰ」、「ICT 概論」、「農業データ基礎・活用」、「センシング

技術基礎」、「ドローン応用」、「付加価値を高める栽培管理」、「データ活用と農業経

営Ⅰ・Ⅱ」等の開発教材を使用し、e ラーニングや対面授業を通じた実証講座を行い、開

発プログラムの検証を行いました。 

この成果報告書は、今年度実施してきた内容を記録として残すと共に、開発した教材

及びプログラムの普及も目的としています。  

本事業の成果が、ICT 活用による新しい時代の新しい農業の発展に繋がると共に、地

域産業の発展に寄与する事を切望してやみません。  

 終わりに、本事業の実施にご協力いただいた関係各機関に厚く御礼申し上げると共に感

謝の意をここに表します。  

 

 

学校法人有坂中央学園 

専門学校中央農業大学校 
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Ⅰ．事業の目的と実施計画 
 

１ 委託事業の内容 

Society5.0 等対応カリキュラムの開発・実証 

 

２ 事業名 

農業分野のスマートワークを推進・実現する人材育成プログラム開発事業 

 

３ 分野 

農業（農業） 

 

４ 代表機関 

法人名   学校法人有坂中央学園 

代表者名  理事長 中島 利郞 

学校名   専門学校 中央農業大学校 

所在地   群馬県前橋市古市町 1－49－4 

 

５ 構成機関・構成員等 

 （１）教育機関 

名称 役割等 都道府県名 

１ 専門学校中央農業大学校 事業実施校 群馬県 

２ 専門学校中央情報大学校 開発協力・助言、実証 群馬県 

３ 新潟農業・バイオ専門学校 開発協力・助言、実証 新潟県 

４ 富山情報ビジネス専門学校 開発協力・助言、実証 富山県 

５ 国際情報工科自動車大学校 開発協力・助言、実証 福島県 

６ 麻生情報ビジネス専門学校 開発協力・助言、実証 福岡県 

７ 群馬県立勢多農林高等学校 開発協力・助言、実証 群馬県 

８ 群馬県立安中総合学園高等学校 開発協力・助言、実証 群馬県 

 

（２）企業・団体 

名称 役割等 都道府県名 

１ (一社）ビッグデータマーケティング教育推進協会 開発協力・助言 東京都 

２ 群馬県農業法人協会 開発協力・助言 群馬県 

３ (一社）東日本ドローン協会 開発協力・助言 群馬県 

４ JA群馬中央会 開発協力・助言 群馬県 

５ グリンリーフ株式会社 開発協力・助言、実証 群馬県 

６ 有限会社ファームクラブ 開発協力・助言、実証 群馬県 

７ カネコ種苗株式会社 開発協力・助言 群馬県 

８ 株式会社関東甲信クボタ 開発協力・助言 埼玉県 

９ 株式会社ルートレック・ネットワークス 開発協力・助言、実証 神奈川県 
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10 日本パスコム株式会社 開発協力・助言 群馬県 

 

 

（３）行政機関 

名称 役割等 都道府県名 

１ 群馬県農政部 開発協力・助言 群馬県 

 

（４）事業の実施体制 

本事業における事業実施体制は以下のとおりとする。 

 

 
 

（５）各機関の役割・協力事項について   

各機関からは、それぞれの専門分野における知見を踏まえ、下記①～④について、協力

を頂くものとする。 

①カリキュラム開発への助言・協力 

②教材開発への助言・協力 

③実証講座への協力 

④開発成果の周知・普及 

 

具体的には以下のとおりである。 

①カリキュラム開発への助言・協力 

 ・既存カリキュラムの提供：中央農業大学校 

 ・開発科目への助言協力：教育機関８機関及び企業７機関、団体４機関 

下記の点については次の企業・団体を中心に協力を得る予定である。 

「データ活用」のうち、データの見方に関する知見は（一社）ビッグデータマー

ケティング教育推進協会 

実施委員会

実証開発部会

実証講座

事務局

・参加機関により構成し、有識者委員等も参加
・プロジェクト全体の進捗や方向性を決定し、事業推進を担当

・専門家委員等により構成し、プログラムの実証及び開発を推進
・実証講座の実施
・プログラムの検証結果を踏まえた教材開発
・プログラムの普及報告会の開催
・必要に応じ、実証開発部会委員からなる課題別WGを設置

・プログラムの実証

・事業の円滑な推進に向け、委員会・部会等の開催等を支援する
・実証講座の運営を支援する
・事業に関する普及報告会、成果報告会の開催を支援する

普及報告会

・普及報告会の開催（3回）



8 

 

②教材開発への助言・協力：全構成機関 

③実証講座への協力 

・実習農場の提供： 

専門学校中央農業大学校（農と食のイノベーションセンター）、グリンリーフ

（株）、（有）ファームクラブ 

・EdTech（e ラーニング等）の実証：教育機関９機関 

④開発成果の周知・普及： 

・開発成果の周知：全構成機関 

・成果報告会、普及報告会の告知：全構成機関 

 

 

６ 事業の内容等 

 （１）事業の趣旨・目的等について 

  ⅰ）事業の趣旨・目的 

第 4 次産業革命等の新たな技術の発展に伴い実現される Society5.0 時代では、IoT で全

ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み

出す社会になり、農業分野においても新たな価値が生まれると想定されている。一方、近

未来の社会と現状の農業分野の実態を見比べると、実現に向けて、農業に関するデータが

データ化されていないなど、いくつかのギャップが見受けられる。Society5.0 時代に向け

たギャップ解消として、官民による様々な取組が進められているものの、農業分野におけ

るプレーヤー：農業者が ICT 化を進められる人材にはまだ十分になり得ていないと考え

られる。また、スマートワークが実現された農業（ICT 栽培等）において必要とされる、

新しい知識・技能・技術がこれからの農業者には求められるはずである。 

 本事業では、農業分野のスマートワークを推進・実現する人材として、農業分野の ICT

化を進められる人材とスマート農業を行う人材を育成する「アグリスマートワーク人材育

成プログラム」の開発を目的とし、企業・団体と連携し、EdTech（e ラーニング等）を

活用した学び直し・短期履修にも対応できるカリキュラム・教材等を実証講座の検証など

をとおして開発する。 

 

ⅱ）学習ターゲット、目指すべき人材像 

新規就農希望者・既存農業者にかかわらず、Socity5.0 時代の農業に求められる知識・

技術・技能（栽培管理・ICT 化・データ活用など）を身につけ、農業分野の ICT 化を促

進し、農業の 6 次産業化やアグリスマートワークを推進できる人材。 

 

 （２）当該教育カリキュラム・プログラムが必要な背景について 

第 4 次産業革命等の新たな技術の発展に伴い実現される Society5.0 時代では、IoT で全

ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み

出す社会になると考えられており、農業分野においても次のような価値が生まれると想定

されています。 

（『』内及び左下図は内閣府 HP より引用） 

 『気象情報、農作物の生育情報、市場情報、食のトレンド・ニーズといった様々な情報

教育機関 企業・団体

カリキュラム
開発

教材開発

実証講座

周知・普及

助
言
・
協
力

助
言
・
協
力
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を含むビッグデータを AI で解析することにより、「ロボットトラクタなどによる農作業

の自動化・省力化、ドローンなどによる生育情報の自動収集、天候予測や河川情報に基づ

く水管理の自動化・最適化などによる超省力・高生産なスマート農業を実現すること」

「ニーズに合わせた収穫量の設定、天候予測などに併せた最適な作業計画、経験やノウハ

ウの共有、販売先の拡大などを通じた営農計画を策定すること」「消費者が欲しい農作物

を欲しい時に入手が可能になること」「自動配送車などにより欲しい消費者に欲しい時に

農産物を配送すること」といったことができるようになるとともに、社会全体としても食

料の増産や安定供給、農産地での人手不足問題の解決、食料のロス軽減や消費を活性化す

ることが可能となる』 

 また、政府広報の WEB サイトでは農業分野のスマートワークの例として ICT 栽培が上

げられています。（右下図参照、政府広報 HP より引用） 

 

  
 

一方、これらの社会と現状の農業分野の実態を見比べると、実現に向けて、農業に関す

るデータがデータ化されていない、達人と言われる農家の経験値や判断基準がデータ化さ

れていない、農業者が何のデータをどのように取れば良いのか分かっていない、農家がデ

ータを利用する仕組みを持っていないなど、いくつかのギャップが見受けられる。 

 

 そのような中、国の施策として、平成 29 年 6 月に閣議決定した未来投資戦略 2017 に

基づき、スマート農業の実現に向けた取組が進められている。農林水産省作成の資料（平

成３０年３月７日未来投資会議構造改革徹底推進会合農林水産省提出資料）では、ロボッ

ト技術の安全性確保に向けた取組や農商工連携による取組、農業 ICT の完全武装に向け

た取組など 11 の分野に渡る取組が示されている。 

 取組の一つとして、「農業データ連携基盤協議会」が平成 29 年に設立され、平成 30 年

度より農業連係データ基盤 WAGURI によるサービス提供が開始されている。（次図参照） 

 

 

 
（平成 30 年度版科学技術白書より引用）   
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 これらの国による取組により、現在と Society5.0 時代のギャップ解消が進められている

ものの、農業分野におけるプレーヤー：農業者が ICT 化を進められる人材にはまだ十分

になり得ていないと考えられる。 

 また、スマートワークが実現された農業（ICT 栽培等）において必要とされる、今まで

とは異なる新しい知識・技能・技術がこれからの農業者には求められるはずである。 

 例えば、 

  ・農業に関するデータを蓄積するための方法を持っている 

  ・農業基盤データから得られるパブリックデータとプライベートデータを連動させて栽

培管理ができる 

  ・圃場から得られたデータと市況データ等から営農計画を立てられる 

など、このような知識・技能・技術である。 

 

 
 

この様な点から、本事業では、農業分野のスマートワークを推進・実現する人材として、

農業分野の ICT 化を進められる人材とスマート農業を行う人材を育成するカリキュラム

を開発するものとする。 

 他方、平成 30 年 6 月 5 日に文部科学省より公表された「Society 5.0 に向けた人材育成

～ 社会が変わる、学びが変わる ～」では、新たな社会を牽引する人材として、次の 3 つ

の人材が挙げられている。 

 ①技術革新や価値創造の源となる飛躍知を発見・創造する人材 

 ②技術革新と社会課題をつなげ、プラットフォームを創造する人材 

 ③様々な分野において AI やデータの力を最大限活用し展開できる人材 

これらは、Society5.0 時代の農業分野にも必要な人材である。また、共通して求められる

力として、 

 ①文章や情報を正確に読み解き対話する力 

 ②科学的に思考・吟味し活用する力 

 ③価値を見つけ生み出す感性と力、好奇心・探求 

が上げられている。これらの力を持った上記の人材は、義務教育だけでなく、人生 100 年

時代を見据えた高等教育・職業教育においても育まれる必要がある。 

 人生 100 年時代には、「職業教育」は社会人の学び直しやキャリアチェンジに重要な役

割を担う社会的基盤となる。そこでの学びは、「EdTech を活用し、個人の学習状況等の

スタディ・ログを学びのポートフォリオとして電子化・蓄積し、指導と評価の一体化」さ

れた学習環境が構築されていることが望ましいと考える。 

 そこで、本事業においては、学習ツールの一部に EdTech （e ラーニング等）を導入し、

農業分野の特性を考慮したアクティブラーニングによるカリキュラムを開発するものとす

る。 

Society5.0時代の農業

現在の農業

未来投資戦略
等の施策

ギャップ

環境 農業者
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 （３）開発する教育カリキュラム・プログラムの概要   

 ⅰ）名称 

アグリスマートワーク人材育成プログラム 

 

 ⅱ）内容 

農業分野のスマートワークを推進・実現する人材には、次のようなジャンルの知識・技

能・スキル等が必要不可欠と考える。 

    ◆農業分野の生産、流通・加工、販売等の知識・技能 

  ◆情報（ビッグデータ等）を活用する知識・技能 

  ◆ICT 等、機器設置管理等に関する知識・技能（電気・設備・通信工事等） 

  ◆農機具・農業機械に関する知識・技能 

  ◆マーケティングスキル 

  ◆経営能力  ・・・etc. 

これら全てを 1 人の人間（農業者）が身につけ、実践することは現実的には難しい。“農

業分野のスマートワークを推進・実現する人材”として想定しているスキルマップは下図の

とおりである。それぞれの専門性が高くなるほど専門的な職種（例えば、農業者や電気工事

士、アナリストなど）に分かれていく。このマップの中において、本事業で開発するプログ

ラムで育成を目指す「アグリスマートワーク人材（仮称）」は、分野横断的に Level1・2 の

知識・技能・スキル等を身につけ、「標準準備教育を受け」「一定の支持のもとにある程度

仕事ができる」人材をイメージしている。 

本事業では、Socity5.0 時代の農業に求められる知識・技術・技能（栽培管理・ICT 化・

データ活用など）を身につけ、農業分野の ICT 化を促進し、農業の 6 次産業化やスマート

ワーク（ICT 栽培等）を推進できる人材の育成を目的とする「アグリスマートワーク人材育

成プログラム」を開発する。このプログラムには、3 つの専門軸（①ICT 栽培を専門職とし

て行う、②農業の ICT 化を推進する、③データを活用して経営する）が含まれており、こ

れらの基礎的な教育プログラムとする。 

対面型授業 Eラーニング
プログラム
・動画視聴
・事前課題
・事後課題
・予習、復習
※学習行動ログ

・集合学習
・演習
・実習
・ディスカッション

EdTechを活用した学習管理と学習環境の構築

時間・場所に制限されることのない
「学びやすい環境」を整備

更に、学習行動ログと演習・実習の評価を付き
合わせることにより、効果検証・カリキュラム
の有効性が検証可能となる。

注）ブレンド型学習とは、対面授業とオンラインの
動画授業を組み合わせ、授業と自宅学習の連続
化による学習時間の確保と学習目標に合わせた
時間の再配置を可能にした学習形態のこと

※学習行動ログ：個人の学習状況等のスタディログ

ブレンド型学習（注）
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スキルマップ【農業分野のスマートワークを推進・実現する人材】 

 

本事業で開発するプログラムでは、 3 つの専門軸（①ICT 栽培を専門職として行う、②

農業の ICT 化を推進する、③データを活用して経営する） の基礎を学ぶ科目群として

「栽培管理」「ICT 化」「データ活用」の 3 群を新規開発し、教養科目・専門基礎・実践

演習の科目は専門学校中央農業大学校の既存カリキュラムを活用し、プログラム全体で講

義（e ラーニング含む）・演習・実習などを行う 1 年間 900 時間程度のカリキュラムとす

る。 

 
 

プログラムの対象は、学生・社会人・就農者など、新規就農者・既存農業者を問わず、

幅広くこれからの農業分野を担う意志のある人とする。 

また、新規開発する科目群は、3 つの専門軸を単独で学ぶこともできるよう開発し、農

業分野以外の専門学校にも導入しやすいようにする。これにより、他分野の専門学校等で

学習する者が、農業分野のスマートワークを推進・実現する人材として、農業分野に就業

することを期待している。 

 

開発するカリキュラムの科目間共通の構成は次のとおりである。 

① 1 科目あたり 15 コマ（90 分×15 回） 

② 各科目は、EdTech を活用し「e ラーニング＋集合学習＋演習・実習」で構成し、学

びやすくする。 

③ 演習実習は、専門学校中央農業大学校の実習施設（農と食のイノベーションセンタ

ー）で行う。 

④ 複数科目を組み合わせてユニット化し、1 ユニットは 2 科目～4 科目程度とする。 

⑤ 学修成果の評価は、 

レ
ベ
ル※

農業者
バイヤー
食品製造

小売
直売所

レストラン
電気工事士 マーケター 経営者 アナリスト

Level1

Level5

Level4

Level3

Level2

農業生産

流通・加工

販売・サービス ビッグデータ活用

電気・設備・通信

マーケティングスキル

経営能力

アグリスマートワーク人材（仮称）
エントリーレベル
標準準備教育を受けた段階

一定の指示のもとに、ある程度の仕事ができ
る段階

一人前の仕事ができることに加え、チーム内
でリーダーシップを発揮することができる段
階

指示等がなくとも、一人前の仕事が出来る段
階

プロのスキルに加えて、特定の分野・業種に
おける更に高度な専門性を持つ、あるいは、
その人独自の方法が顧客等から認知・評価さ
れている段階

注）専門性のレベルは「食の6次産業化
プロデューサー」を参考に策定【主な専門分野】

①ICT栽培を専門職
として行う

②農業のICT化を推
進する

③データを活用し
て経営する

栽培管理

ICT化

データ活用

学生

社会人

就農者

知識習得 実践① 実践②

eラーニング＋集合学習

スマート農業の促進
6次産業化
農業の高付加価値化

・作目に関する基礎知識を持ち、栽培管理方法を
習得している

・付加価値を高める栽培管理の知識がある
・農業データの持つ意味を理解できる

・農業データの取り方が分かる
・計測機器の操作、設置ができる
・農作業記録を管理できる

・データをもとにした営農管理ができる
・計測する農業データを決められる
・農業データを活用してマーケティングができる

eラーニング＋演習・実習 産学

アグリスマートワーク人材育成プログラム

教養科目※ 専門基礎※ 実践演習※

新
規
開
発
範
囲

※教養科目、専門基礎、実践演習の科目は、専門学校中央農業大学校の既存カリキュラムを活用するものとする。

新規開発 11科目 247.5時間
栽培管理 4科目90時間
ICT化 4科目90時間
データ活用 3科目67.5時間

＜学習方法＞

新規開発の科目は、EdTechを活用
した学習環境を構築する。
これにより、
・科目内でブレンド型学習（オン
ライン・オフライン）による学
習効果の向上

・演習、実習と相互学習による実
践的な職業教育効果

などの効果を期待している。

※ブレンド型学習とは、対面授業とオンラインの
動画授業を組み合わせ、授業と自宅学習の連続化
による学習時間の確保と学習目標に合わせた時間
の再配置を可能にした学習形態のこと
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・小テスト・テスト（e ラーニング・期末試験） 

・実習演習態度 

・習熟度 

・学習者のグループ評価（EdTech 活用） 

を基準とし、これらの評価を総合し、5 段階評価（S・A・B・C・D）にてつけるも

のとする。また、評価項目の配分率は、科目特性を考慮する。 

 

各科目の学習方法の構成は、それぞれの科目特性に応じて配分するものとし、その配分

は実証講座等を通じて検証するものとする。 

 

（４）具体的な取組 

  ⅰ）計画の全体像 

 本事業の計画は次図のとおりである。２０１８年度・２０１９年度・２０２０年度に

かけ、調査研究・開発・実証を行い、「アグリスマート人材養成プログラム」を完成さ

せる。 

 
 

ⅱ）今年度の具体的活動 

令和２年度においては、以下の取組を行う。 

１）会議体の開催 

実施委員会 年 3回 ：事業全体の実施内容を決定し、進捗を管理するとともに成

果の確認を行う。 

実証開発部会 年 4回：全体計画のもと、プログラムの実証及び開発を推進する。

実証講座の実施及び検証、プログラムの検証結果を踏まえ

た教材開発、普及報告会の開催を担当する。必要に応じ実

証開発部会委員からなる課題別 WGを行う。 

 

２）プログラムの開発 

 ①シラバス等開発 

シラバス等の開発として、新規開発する科目のシラバス・コマシラバスを作成する。

シラバスには、目的・概要・学修成果・教材案などを取り入れ、過年度の先進事例調査、

2018年度 2019年度 2020年度

＜先進事例調査＞先進施設８件

＜農業者アンケート＞農業者1000件

＜シラバス等開発＞

①栽培管理

②ICT化

③データ活用

＜教材開発＞

①栽培管理

②ICT化

③データ活用

30年度内にシラバス案作成

30年度内にシラバス案を作成 31年度内にシラバス・コマシラバス完成

＜実証・検証＞

①栽培管理

②ICT化

③データ活用

実証講座②

実証講座③

検証結果を踏まえ、シラバス等を改良

ア

グ

リ

ス

マ

ー
ト

ワ

ー
ク

人

材

育

成

プ

ロ

グ

ラ

ム

完

成

実証講座⑤

検証結果を踏まえ、改良

実証講座④ 検
証
結
果

取
り
ま
と
め

検
証
結
果

取
り
ま
と
め

31年度内にシラバス・コマシラバス作成

●センサー等の実証データ計測

実証講座①

Eラーニング
教材の検証

・EdTechを活用した学習の仕組み化

新
規
開
発

新
規
開
発

・既存カリキュラムの再構築

＜先進事例調査＞先進施設８件

＜海外先進地調査＞オランダ・ドイツ

調査事例を教材へ掲載

＜周知・普及＞
成果報告会
（1回）

普及報告会 普及報告会 成果報告会
（1回）
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農業者アンケートの結果も踏まえ、コマシラバスが作成できるレベルまで詳細に作成す

る。コマシラバスはシラバス内容を踏まえて作成し、実証講座の結果を受け、改良する。 

また、EdTechを活用した学習環境の構築と学習管理方法（評価と学習行動ログの取

扱など）について、より現実的な仕組み化を検討し、実証講座を行う。 

 

②教材開発 

ア）センサー等の実証データ計測 

教材として活用できるよう、センサーやドローンなどによる計測データを「農と食の

イノベーションセンター」などに活用し、収集する。 

イ）教材開発 

過年度に引き続き、テキスト等の開発を行う。また、一部の科目に関しては、eラー

ニング用の教材開発も行う。また、eラーニング用の教材の開発・実証は下図の流れで

行う。 

 

＜eラーニング用教材の開発・実証の流れ＞ 

 

 

 

３）実証 

開発した eラーニング教材を使用した実証講座を開講し、学習データの収集を行う。

今年度は実証段階２（対面型授業と eラーニングの双方を実施し、EdTechを活用した学

習方法の有用性及び学習効果を検証）と実証段階３（授業をとおし、実施校の学生に新

規開発科目を受講させその成果を検証）を行う。実証講座は構成機関の教育機関等と連

携し、ユニット単位での受講を行い、普及に向けた導入利便性等を検証する。 

 

 

○開発に際して実施する実証講座の概要 

実 証 講 座 

の 対 象 者 
専門学校中央農業大学校 学生 等 

期 間 

（日数・コマ数） 

実証講座 1：8月～12月（eラーニング 1講座） 

実証講座 2：9月～12月（対面型授業＋eラーニング） 

実 施 手 法 eラーニング及び集合学習（座学、演習） 

想 定 さ れ る 

受 講 者 数 

実証講座 1：80名 

実証講座 2：60名 

 

４）開発成果の周知・普及 

  過年度の取組内容及び令和２年度の成果等について、普及報告会及び成果報告会を

開発 実証

設計段階 開講直前 開講 修了後

講
座
・
動
画
製
作

講座設計 シラバス作成→コマ選定→資料化スライド作成
講師選定→著作権処理

課題・テスト制作 課題内容・評価基準→制作

アンケート、修了条件 原稿作成→制作

講義動画制作 事前打合せ→撮影→編集

コンテンツ登録・公開 講座登録 開講前テスト

受講者登録 受講者登録

実
証

学習行動ログ・評価 受講

アンケート処理 結果取りまとめ
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行う。 

  ①普及報告会・・・群馬県・東京都・福島県・新潟県の 4県において、７月から１

２月にかけ各 1回ずつ、農業分野の教育機関や農業生産法人、農業

分野への参入又は参入を検討している企業等を対象とした平成３１

年度事業の成果報告及び 2019年度の取組内容を説明し、事業成果の

普及を図るとともに、実証講座 1の受講生募集を行う。また、参加

者と意見交換を行い、開発カリキュラムに対する意見やニーズを把

握する。 

  ②成果報告会・・・２月に事業成果を報告する成果報告会を、農業分野の教育機関

や農業生産法人、農業分野への参入又は参入を検討している企業等

を対象として前橋市にて 1回開催する。 

 

５）開発する教育カリキュラム・プログラムの検証   

開発する教育カリキュラムのうち、新規開発する科目について、実証講座を行い、検

証する。実証及び検証は、3 段階に分けて行い、平成 30 年度・2019 年度・令和 2 年度に

わたり、段階的に行うものとする。 

 

 実証段階１：eラーニングシステム活用の検証 

  ＜検証方法＞受講者の受講成績及び受講者アンケート 

 

 実証段階２：対面型授業と e ラーニングの双方を実施し、EdTech を活用した学習方

法の有用性及び学習効果を検証する。 

  ＜検証方法＞ 

一次検証・・受講者の受講成績及び受講者アンケート 

二次検証・・実証部会及び実施委員会にて、一次検証結果と実施状況を総合的に評

価し、意見を出し、効果の検証を行う。 

 

実証段階３：年間の授業をとおし、実施校（専門学校中央農業大学校）の学生に新

規開発科目を受講させ、その成果を検証する。 

構成機関の教育機関等と連携し、ユニット単位での受講を行い、普及に向けた導入

利便性等を検証する。 

  ＜検証方法＞ 

一次検証・・受講者の受講成績及び受講者アンケート、講師アンケート 

      実習受入企業による評価 

二次検証・・実証部会及び実施委員会にて、一次検証結果と実施状況を総合的に評

価し、意見を出し、効果の検証を行う。 

 

◆eラーニング教材の検証 

e ラーニング教材の検証は、①課題スコア、修了状況 ②動画の視聴時間 ③アンケ

ートなどを使用し、行う。下記はそのイメージ画面等である。 

 
 

◆プログラムの検証における企業・団体との連携 

今回開発するプログラムは、各科目に演習や実習を取り入れる。そのため、ユニット

・すべての受講者の課題(テスト・レポート)の得点率、合計スコア、修了状況を確認。
・スコアが低い課題は、課題内容または講義内容の見直し等を検討する。

全データをCSV形式で
ダウンロード可能

データの検索や、並び替え、
項目の表示・非表示設定にも対応

各受講者のテストスコア
を確認可能

・「動画視聴状況」画面から、各受講者の動画ごとの動画視聴を確認。
・受講者はどの動画を繰り返し見ているのか、どの動画が見られていないのか傾向を分析。

全データをCSV形式で
ダウンロード可能

各受講者の動画視聴時間を
確認可能（注）

・選択式、自由記述のアンケートを実施。
・受講者の満足度や、今後学びたいこと等を収集し今後のカリキュラム改善に生かす。

①課題スコア、修了状況 ②動画の視聴時間 ③アンケート
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毎にシラバス・教材開発に助言・協力を頂く企業・団体と連携して行う。 

特に、「栽培管理」においては、専門学校中央農業大学校の農場（農と食のイノベー

ションセンター）を使用する以外に、構成機関のグリンリーフ（株）・（有）ファーム

クラブの圃場にて実習を行う。 

 

（５）事業実施に伴うアウトプット（成果物） 

本事業におけるアウトプット（成果物）は以下のとおりとする。 

 

◆アグリスマートワーク人材育成プログラム 

   ⇒シラバス・コマシラバス（新規開発科目のみ） 

   ⇒教材（新規開発科目のみ） 

      ・科目別テキスト 

      ・eラーニング用教材（動画等） 

   ⇒EdTechを活用した学習環境と学習評価 

 

 

◆事業報告書（年度毎） 

①平成 30年度の内容（150頁程度） 

事業実施内容、先進事例調査の結果、農業者アンケートの結果、実証講座の検証内

容とその結果 

 

②２０１９年度の内容（260頁程度） 

事業実施内容、海外先進地調査の報告、開発成果（シラバス・コマシラバス）、実

証講座の検証内容とその結果 

 

③令和 2年度の内容（260頁程度） 

事業実施内容、実証講座の検証内容とその結果、アグリスマート人材育成プログラ

ムの詳細（シラバス及びコマシラバス等） 

 

（６）本事業終了後※の成果の活用方針・手法 

◆開発カリキュラムの活用方針 

   本カリキュラムは、1年間 900時間相当の農業 ICT分野について学習する Level１･2

段階のプログラムである。委託校以外におけるカリキュラムの導入について、①～③の方

法を想定している。これらの導入・活用方法を成果報告書等に盛り込み、農業分野の学校

に限らず、情報系や工業系、ビジネス系の学校もカリキュラムの一部分を活かして特色有

る課程を設置できるようにする。 

 ※農業課程を設置している専門学校数は他の専門課程に比べ、非常に少数となっている。

そのため、農業専門課程以外の専門課程へ導入しやすくすることにより、カリキュ

ラム導入を容易にし、事業成果の普及を図るようにする。 

 

① 1 年制課程として学科の設置 

② 専修学校の専門課程 1 年目のカリキュラムとして導入、2 年目以降は導入校における、

より専門的かつ高度な学習プログラムを実施 

③ 情報分野、工業分野などの学科へ、新規開発する科目群を専門に応じて導入 

 

 
 

アグリスマートワーク
人材プログラム

アグリスマートワーク
人材プログラム

＋
ICT栽培

アグリスマートワーク
人材プログラム

＋
6次産業化 ITエンジニア学科

ICT化

情報経理学科

データ
活用

1年目

2年目

①のイメージ ②のイメージ ③のイメージ
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◆開発カリキュラムの活用及び成果周知（広報・普及活動） 

   令和 2 年度： 

・専門学校中央農業大学校にて、新規開発科目をコースに導入し、実証を行う。 

・事業成果として、事業報告書・開発教材（テキスト）などを関連分野の専門学校に配

布する。 

   （事業終了） 

   令和 3 年度： 

・専門学校中央農業大学校にて、新規開発科目をコースに導入する。（以降、継続） 

・本事業で開発したカリキュラムの導入成果を様々な場面（企業説明会、HP、オープ

ンキャンパス、学園祭等）で周知する。 

・カリキュラム導入希望学校に対し、説明会等を開催する。 

令和 4 年度～： 

・カリキュラム導入希望学校に対し、説明会等を開催する。 

・本事業で開発したカリキュラムの導入成果を様々な場面（企業説明会、HP、オープ

ンキャンパス、学園祭等）で周知する。 
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Ⅱ．事業の実施状況 
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Ⅱ．事業の実施状況 
 

１．実施委員会の実施状況 

 本事業で実施した実施委員会の状況を以下に報告する。実施委員会に於いては、事業全体の進

捗を管理すると共に、各部会の報告を元に事業全体の運営等について協議した。 

 

（１）第 1回実施委員会：2020年 7月 31日 

 会場 ホテルラシーネ新前橋 1階 カルチャールーム（群馬県前橋市） 

・主催者挨拶 

・委員紹介 

 議題 ・昨年度の事業報告 

・今年度事業計画について 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

・その他 

 

（２）第 2回実施委員会：2020年 11月 6日 

 会場 ホテルラシーネ新前橋 1階 カルチャールーム（群馬県前橋市） 

・主催者挨拶 

・委員紹介 

 議題 ・実証講座実施状況穂国 

・普及報告会実施状況報告 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

・その他 

 

（３）第 3回実施委員会：2021年 1月 22日 

 会場 ホテルラシーネ新前橋 1階 カルチャールーム（群馬県前橋市） 

  ・主催者挨拶 

・委員紹介 

議題 ・実証講座実施報告 

・テキスト作成報告 

・普及報告会実施報告 

・成果報告書について 

・意見交換 

・その他 

・今後のスケジュール 
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２．実証開発部会の実施状況 

 実施委員会の下部組織として設置。全体計画のもと、プログラムの実証及び開発を推進する。

実証講座の実施及び検証、プログラムの検証結果を踏まえた教材開発、普及報告会の開催を担当

する。必要に応じ実証開発部会委員からなる課題別 WG を行う。 

 

（１）第 1回実証開発部会：2020年 7月 27日 

 会場 中央農業大学校 1号館 1階 会議室（群馬県前橋市） 

 議題 ・専門部会委員長挨拶 

・委員紹介 

・昨年度のカリキュラム作成結果と今年度の予定 

・実証講座内容検討 

・普及報告会検討 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

 

（２）第 2回実証開発部会：2020年 9月 7日 

 会場 中央農業大学校 1号館 1階 会議室（群馬県前橋市） 

 議題 ・専門部会委員長挨拶 

・実証講座内容検討 

・テキスト作成内容検討 

・普及報告会の開催及び内容検討 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

 

（３）第 3回実証開発部会：2020年 11月 20日 

 会場 中央農業大学校 1号館 1階 会議室（群馬県前橋市） 

 議題 ・専門部会委員長挨拶 

・実証講座進捗状況 

・テキスト作成状況 

・普及報告会（オンライン）進捗状況 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

 

（４）第 4回実証開発部会：2020年 12月 17日 

 会場 青森県総合社会教育センター（青森県青森市） 

 議題 ・専門部会委員長挨拶 

・実証講座及びテキストの内容について 

・意見交換 
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３．実証講座の実施状況 

 本事業に於ける実証講座は、開発したｅラーニング教材を使用した短期講座を開講し、学習デ

ータの収集を行うことを目的にしている。今年度は、実証講座 1「ｅラーニングシステム活用の

検証」、実証講座 2「対面型授業とｅラーニングの双方の検証」、実証講座 3「年間の授業とし

ての検証」を実施し、EdTech を活用した学習方法の有用性及び学習効果や、カリキュラムの内

容の検証を行った。詳細については第 4 章実証報告をご参照いただきたい。 

   

４．普及報告会の実施状況 

 農業分分野の教育機関や農業生産法人、農業分野への参入又は参入を検討している企業を対象

とした平成 30 年度・2019 年度事業の成果報告及び令和 2 年度の取組内容を説明し、事業成果の

普及を図るとともに、実証講座 1 の受講生募集を行い、併せて参加者から開発カリキュラムに対

する意見やニーズを把握することを目的として実施した。 

 

（１）第 1回普及報告会：2020年 9月 6日（日） 11：00～12：00 

会場 中央農業大学校 1号館 2階 124教室（群馬県前橋市） 

議題 ・主催者挨拶 

   ・本事業説明（事業概要説明、カリキュラム説明） 

   ・質疑応答 

参加者 24人（学生、農業関係者、一般） 

 

（２）第 2回普及報告会：2020年 9月 19日（日） 11：00～12：00 

会場 中央農業大学校 1号館 2階 124教室（群馬県前橋市） 

議題 ・主催者挨拶 

   ・本事業説明（事業概要説明、カリキュラム説明） 

   ・質疑応答 

参加者 16人（学生、農業関係者、一般） 

 

＊普及報告会資料 
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（３）第 3回普及報告会：2020年 12月 15日（火） 14：00～15：30 

  会場 オンライン（主会場 中央カレッジグループ本部館 6階大講堂） 

  議題 ・主催者挨拶 

     ・本事業説明 

     ・講演「スマート農業について」 

～ 農業を情報技術でかっこよく稼げて感動があるものに～ 

     ・質疑応答 
  参加者 71人（新潟農業・バイオ専門学校、他農業関係者、学生、一般） 
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５．成果報告会の実施状況 
 令和 2 年度の実施成果及び平成 30 年からの本事業取組内容等について、農業分野の教育機関

や農業生産法人、農業分野への参入又は参入を検討している企業等を対象に行う。 

 
（１）成果報告会：2021年 2月 16日（火） 

 会場 オンライン（主会場 中央カレッジグループ本部館 6階大講堂） 

 議題 ・主催者挨拶 

・主旨説明 

・講演（高糖度トマト生産と ICT農業の実践 

・質疑応答 

・本事業成果報告（実証講座報告、テキスト報告） 

・質疑応答 

  

 

６．成果報告ＰＲ動画作成状況 

 本事業の取組内容や成果について、それらの周知、普及を図り、専門学校等における活用を促

進することを目的としている。 

内容は事業の概要、背景、目的、事業終了後の成果の活用方法を中心とし、3 分の動画に編集

されている。詳細については別添をご参照いただきたい。 
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７．テキスト及び教材の開発状況 

 本事業に於いての授業展開は教科毎のシラバス（講義概要）、コマシラバスに沿って実施する。

授業についてはテキストに沿ってｅラーニングも含めて行う事で円滑にプログラムを運営できる。

テキストは冊子として準備する。詳細については第Ⅲ章をご参照いただきたい。  
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Ⅲ 開発報告 

 

 

 

Ⅲ－１ シラバス・コマシラバス 

Ⅲ－２ 教材（別冊参照） 
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Ⅲ－１ シラバス・コマシラバス 
科目名 露地栽培Ⅰ 学科名   

分類 必修/選択 配当年次・学期   

授業時数 15 単位数   

授業方法 講義及び実習 企業等との連携 〇：該当 

担当教員   
実務経験のある 

教員科目 
〇：該当 

科目概要 
栽培する植物としての特性や、生育過程、品種特性や作型適応性、障害と対策などの知識

を学習し、実習をとおして ICTを活用した具体的な栽培・管理方法を習得する。 

到達目標 
(目標検定･資格含

む) 

ホウレンソウの基礎知識と ICTを活用した栽培・管理方法を学ぶと共に、播種や収穫など

の栽培管理ができるようになる。 

使用教材・教具 

(使用テキスト等) 
農業技術大系 

成績評価の方法 

・基準 

小テスト・テスト、実習態度、習熟度、学習者のグループ評価等を総合的に判断し評価す

る。 

履修に当たって 

の留意点 

理論として学んだことが、実践で活用できることが大切であるため、農作業と関連させな

がら学習していくことが重要である。 

                                

授業計画 テーマ 内容 

第１回目 植物としての特性 原産と来歴、性状と分類、生理・生態的特性 

第２回目 生育と生理 発芽と栄養生長の生理 

第３回目 生育と生理 花芽分化と抽苔の生理 

第４回目 生育と生理 性発現、開花・結実、収穫後の生理 

第５回目 品種特性と作型適応性 品種の基本的生理、特性、諸性質、選択 

第６回目 栽培の実際 圃場準備と播種 

第７回目 栽培管理実習 播種実習 

第８回目 栽培の実際 本圃での生育と栽培 

第９回目 栽培の実際 障害と対策-要素欠乏・過剰症、病害虫と対策 

第１０回目 栽培の実際 暖地・平坦地・高冷地、寒冷地等での栽培 

第１１回目 ICT利用 センシングを用いた収穫予測 

第１２回目 各種栽培 セル成型苗移植栽培 

第１３回目 各種栽培 夏まき移植栽培 

第１４回目 技術と経営戦略 標高差と資材・品種組合せによる周年栽培 

第１５回目 栽培管理実習 収穫・選別・調整実習 
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・原産地と、世界各国や日本への伝播

・作物としての特徴

・形態的特性

・生態的特性

評価項目・方法

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 1

単元名 植物としての特性

指導計画

ホウレンソウを例にとり、植物としての基礎
的な形態的・生態的特性を理解し、植物の
生育に必要な条件を把握する。また、専門
用語についても、今後同じ言葉が出てきた
時に分からないことがないよう、理解させ
る。

単元目標
ホウレンソウの原産と来歴、植物としての特徴、作物と
しての特性と分類、形態的特性、生態的特性につい
て理解する。

学生の活動

導入 10
ホウレンソウについて、原産や分布が拡大してきた歴史、日本への
伝播と栽培の発展について触れることで、ホウレンソウ栽培について
興味を持たせる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ホウレンソウの形態的特性（種子、根・
茎・葉・花）や生態的特性（葉の展開と着
花習性、果実の発育、光合成）につい
て、基礎的な用語と内容を理解にする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

ホウレンソウの花を見たことが無い学生が
多いので、イメージがわかない場合があ
る。また、基礎的な用語とその意味を併せ
て覚えて行かなければならないので、初
めて触れる言葉が多くなると、理解が困
難になることが考えらえる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ホウレンソウがどのような特性を持っている
か、根・茎・葉・花等、それぞれについて
の特徴と特性について、細胞レベルの説
明も加えながら理解を促す。その際に可
能な限り簡単な言葉や図や写真を用いる
ことで理解を助ける。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

植物について基礎的な知識を習得していく最初の授
業である。ここでつまずくと、今後の授業に積極的に
参加できなくなる。そのため、理解が難しいと感じる内
容については、説明に十分時間をかける必要がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・発芽の生理

・栄養生長の生理

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

発芽や生長の基本的条件となるので、これを疎かにす
ると当初予想した収穫に届かない場合が考えられるの
で、一つ一つの条件をきちんと理解するように留意す
る。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ホウレンソウの種子の発芽の過程や発芽
に関する外的・内的要因、そして根や葉
の発育に関する要因について、基礎的な
用語と内容を理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

専門用語の意味や、ホウレンソウの生理
に係る様々な条件を覚えて行かなければ
ならないので、それらが整理できないと理
解が困難になることが考えらえる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ホウレンソウの種子の発芽に必要な外的・
内的条件におけるそれぞれの変化と発芽
との関連について、また根や葉の栄養器
官の発育に必要な条件について、図や
写真を用いながら説明していく。

学生の活動

導入 10 種は何故発芽するのか、発芽の条件について考えてみる。

単元名 生育と生理

指導計画

ホウレンソウ栽培に必要な基本的な内容の
中で、発芽や栄養生長の生理・生態につ
いて、外的・内的な条件の違いと変化の関
連について正しく理解できるように、図表や
写真を用いながら説明していく。単元目標 発芽、栄養生長の生理について理解する。

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 2
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・花芽分化と抽苔の生理

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
花芽分化や抽苔はホウレンソウの品質を大きく左右す
るので、栽培する際には基礎的知識として把握できて
いるように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

花芽分化と抽苔の過程や、花芽分化の
外的・内的条件、抽苔の機構について、
そこで用いられる専門用語や内容を把握
すると共に、花芽分化の生理的特徴につ
いて理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

専門用語の意味や、ホウレンソウの生理
に係る様々な条件を覚えて行かなければ
ならないので、それらが整理できないと理
解が困難になることが考えらえる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ホウレンソウの花芽分化や抽苔に係る外
的・内的条件について触れ、それぞれの
変化と花芽分化や抽苔との関連につい
て、図や写真を用いながら説明していく。

学生の活動

導入 10
ホウレンソウは花芽がつくと商品にはならないが、花芽がつかないと
種子が取れない。何れにせよ、花芽分化について把握しておく必要
があることを理解させる。

単元名 生育と生理

指導計画

ホウレンソウ栽培に必要な基本的な内容の
中で、花芽分化と抽苔の生理について、外
的・内的な条件の違いと反応の関連につい
て正しく理解できるように、図表や写真を用
いながら説明していく。単元目標 花芽分化と抽苔の生理について理解する。

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 3
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・性発現の生理

・開花・結実の生理

・収穫後の生理

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
ホウレンソウは野菜種子の中でも生命力の弱い部類に
属すので、特に種子の貯蔵に関しては基礎的知識と
して把握できるよう留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

性発現の機構や、開花・結実について、
そこで用いられる専門用語や内容を把握
すると共に、それらの生理的特徴につい
て理解する。また、ホウレンソウを収穫し
た後のビタミンの変化など、収穫後の生
理についても把握する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

専門用語の意味や、ホウレンソウの生理
に係る様々な条件を覚えて行かなければ
ならないので、それらが整理できないと理
解が困難になることが考えらえる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ホウレンソウの性発現や開花・結実に係る
要因、そしてホウレンソウの収穫後の生理
的変化について、図や写真を用いながら
説明していく。

学生の活動

導入 10
植物には雌雄同株と雌雄異株があり、ホウレンソウは完全な雌雄異
株ではなく、雌雄異株が多いことを紹介する。

単元名 生育と生理

指導計画

ホウレンソウ栽培に必要な基本的な内容の
中で、性発現、開花・結実、収穫後の生理
について、特徴を正しく理解できるように、
図表や写真を用いながら説明していく。単元目標

性発現、開花・結実、収穫後の生理について理解す
る。

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 4
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・系統や品種の見方、分類

・品種の特性

・品種の諸性質

・作型と品種の選択

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

品種は毎年移り変わるものなので、名前と諸性質の関
連を覚えることに焦点を当てず、地域や作型に合った
品種を選ぶためには、何を判断基準にすればよいか
を理解できるようにする。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ホウレンソウの品種について特性や諸性
質を把握した上で、日長、温度、土性、
標高等の地域の環境条件に適する品種
や、春まき、秋まきなどの作型に合う品種
を選択できるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

各種苗会社が多くの品種を生産してお
り、特性も早晩性、耐暑性、耐病性、抽苔
性等様々で覚えるのは勿論、どの品種を
選択したら良いのか、判断に迷うことが考
えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

品種についての見方を把握した上で、そ
れぞれの品種の形質や早晩性・抽苔性、
日長や温度への反応、耐暑性や耐病性
等の特性や諸性質を認識し、それらがど
のような作型に適するかを理解する。

学生の活動

導入 10
ホウレンソウには、東洋系と西洋系の品種があるが、それぞれどのよ
うな違いがあるか紹介する。

単元名 品種特性と作型適応性

指導計画

品種の基本的生理・生態について、系統、
変遷等から基本的な見方を把握し、それぞ
れの品種の形質・早晩性・抽苔性の特性
や、温度、抵抗性等の諸性質、品質を左右
する要因などを認識させる。その上で作型
に適した品種を選択できるようにする。

単元目標
品種の基本的生理・生態について、品種の特性、諸
性質、作型と品種の選択等について理解する。

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 5
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・畑の準備とうねつくり

・施肥、土壌管理

・土壌消毒

・種子の種類と播種

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

ほ場で実際に作業をする場合、理論では分かってい
ても上手くいかない場合や、細かいところが分からな
かったりする場合がある。そのため、授業の内容を自
分で組み立て、不明な点を少しでもなくすようにする。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ホウレンソウを播種するにあたり、その前
に行うべきうねつくり、施肥、土壌消毒等
の準備を行えるようにすると共に、種子の
準備や播種機の種類を把握し、栽培条件
に合った播種ができるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

ホウレンソウに登録のある土壌消毒剤は
様々あり、それぞれの特徴、主な商品
名、使用方法、使用量、使用上のポイン
ト、適用病害虫等を覚えることは困難と思
われる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ほ場の準備は実作業と関連させ、作業を
する際のポイントや留意点にも触れながら
説明を行う。また、播種機については
様々な種類を紹介し、それぞれの使用方
法や注意点について理解できるようにす
る。

学生の活動

導入 10
ホウレンソウは水不足や連作障害、土壌病害が発生しやすいので、
それを防ぐためにはほ場準備が大切であることを理解させる。

単元名 栽培の実際

指導計画

ほ場でホウレンソウの播種ができるように、
耕うん、砕土、うねつくりやホウレンソウの養
分吸収の特徴と施肥、薬剤や太陽熱、熱
水等による土壌消毒等のやり方を把握す
る。そして播種についても様々な機械を用
いられるようにする。

単元目標
畑の準備とうねつくり、施肥、土壌消毒等のほ場準備
と、種子の種類や播種方法について理解する。

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 6
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・畑の準備

・うね作り

・播種

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・前提条件として、導入動画を履修していること。
・動画を見て、そのやり方やポイントを予め理解してお
く

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

畑をホウレンソウ栽培に適した理化学性を
持つように整備し、自分の管理作業に適
した播種方法を選択できるようにする。ま
た、自分が単位時間当たりどの位の作業
ができるか把握する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

やり方は頭で理解できても、実際に作業
を行うと、思うように作業が進まないことが
ある。特に農具の使い方に慣れていない
場合は、ポイントや注意点を正しく理解す
るまでに時間がかかる。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

一人一人の実習状況を把握し、正しく
行っていればそれを伝え、自信を持たせ
る。また、注意する点があればそれを教
え、その後是正されているかどうか、確認
をする。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

学生の活動

導入 10
畑の準備、うね作り、播種の仕方について、正しいやりかたとそのポ
イントについて説明していく。

単元名 栽培管理実習

指導計画

管理作業を正しく行えるよう、先ずは手本を
見せ、そのやり方のポイントについて、説明
をする。そして、一人一人、正しくできてい
るかをチェックした後に実習を行わせる。ま
た、実習を行っている際には、間違いがな
いかをチェックし、正しくできるように指導を
していく。

単元目標
ホウレンソウの播種について、畑の準備やうね作りの
段取りも含め、正確かつ手際よく行えるようにする。

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 7
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・マルチの利用、植栽密度と間引き

・温度管理、湿度管理、潅水

・出荷、調整、鮮度保持

評価項目・方法

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 8

単元名 栽培の実際

指導計画

ホウレンソウのほ場での管理について、生
育を促進するための管理について把握す
ると共に、収穫では外観品質目標を知り、
特に夏場ではビタミンＣ含有量が低下せ
ず、鮮度が保持できる予冷や流通につい
ても理解する。

単元目標
本圃での生育と栽培について、マルチの利用、温度
管理、潅水、収穫・調整を理解する。

学生の活動

導入 10
マルチ栽培の目的は本来地温を高め、作物の生育を安定させること
であるが、ホウレンソウの場合は地温上昇を抑制する効果のあるマル
チを使うことを理解する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ホウレンソウのほ場での栽培について、発
芽以降収穫するまでに必要となる管理に
ついて理解し、収穫時の外観品質の目標
が達成できるようにする。そして収穫・調
整・出荷作業ができるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

潅水は水分管理がホウレンソウの品質に
影響しやすい夏どり作型について示す
が、土性（ほ場容水量等）によっても変化
するものなので、自らの経験値と合わない
場合、理解が困難になる事が考えられ
る。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ホウレンソウの栽培について、マルチの利
用、植栽密度と間引き、潅水、夏期の温
度管理、収穫・調整・出荷と鮮度保持に
ついて、それぞれ特徴やポイント、事例
等をあげながら進めていく。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
発芽したホウレンソウが順調に生育するためには適正
な管理が必要なことを認識させ、栽培の要点をりかい
できるように留意する。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・要素欠乏・過剰症

・重要病害と対策

・害虫と被害、防除法

評価項目・方法

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 9

単元名 栽培の実際

指導計画

ホウレンソウの品質低下を防ぐため、健全
な生育の障害となる肥料要素の欠乏や過
剰、病害虫被害の症状や原因、対策等を
知り、安定的に高品質の生産ができるよう
にする。単元目標

障害と対策のうち、要素欠乏、過剰症、重要病害虫と
対策について理解する。

学生の活動

導入 10
ホウレンソウは耐湿性が低く、酸性土壌にも極めて弱い野菜であり、
土壌対策が十分でない場合、要素障害が発生しやすい事を理解す
る。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ホウレンソウを健全に生育するために、障
害となる要素の欠乏又は過剰、重要病
害、問題となる害虫とその被害について、
原因、症状等を把握し、効果的な対策に
ついて理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

欠乏や過剰の症状が発生する要素とその
症状の特徴、また病気や害虫の名前と特
徴、対策等、覚えることが多岐にわたるの
で、それらを一つ一つ覚えるのが困難な
ことが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

要素の欠乏・過剰、主な病害虫につい
て、それぞれの原因、症状、対策の事例
を取り上げるとき、可能な限り写真や図を
用いることで理解が促進できるようにす
る。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

要素欠乏や過剰の症状、病気の名前と症状と対策、
害虫の名前と実物と対策等は一度では覚えにくもので
あるため、可能な限り写真や図を用いることで理解が
深まるように留意する。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・暖地、平坦地、高冷地での栽培

・東北地方（岩手県）、北海道での栽培

評価項目・方法

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 10

単元名 栽培の実際

指導計画

ホウレンソウ栽培の基礎を学習した上で、
実際にどのような栽培が行われているか、
日本各地の栽培事例を元に認識し、自分
の地域に合った栽培方法を把握すると共
に、他の地域の栽培方法も理解する。単元目標

暖地・平坦地・高冷地での栽培について、作型と品
種、栽培のポイントについて理解する。

学生の活動

導入 10
徳島県、千葉県、岐阜県飛騨地域、岩手県、北海道の気候の特徴
について理解する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

日本各地でのホウレンソウの栽培事例を
元に、自分の地域に最も適した栽培方法
を認識すると共に、他の地域の事例からも
参考となる栽培方法を把握する。

□
マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

自分の居住地域以外の気候に関しては
実感が伴わないことから興味や関心が湧
かず、理解が困難になる可能性があるこ
とが考えらえる。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

各地域での気候条件、主な作型と品種、
栽培のポイント、経営の特徴や課題等に
ついて可能な限り図表や写真を用いなが
ら説明し、理解を促進する。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点

自分の地域とは異なる地域でも、何故そのような栽培
を行っているのか、その理由を知ることで経営に参考
になることも多い。そのため、他の地域の事例でも集
中し、理解するように留意する。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ホウレンソウにおけるセンシング

・栽培環境とホウレンソウの生育との関係

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点

センシングしたデータとホウレンソウの生育について、
簡単に相関関係が認められない場合も考えられるが、
そこで諦めないで色々な方向から考える習慣がつくよ
うに留意する必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ホウレンソウは温度、日射量等の環境を
センシングし、それに現在の生育状況と
過去の気象データとを組合わせることで
収穫予測が可能になるだけでなく、人員
確保や作業準備も効率的に行えることを
理解する。

□
マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

ホウレンソウの生育と環境データを関連づ
けるときに、相関関係を把握する必要があ
るが、その時の回帰分析が複雑になると
理解が困難になる可能性が考えられる。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ホウレンソウの周年栽培において、各季
節の播種日からの日数と草丈との関係に
ついて、相関性の高いセンサ項目を把握
する。そしてそこから過去の気象データを
用いて収穫予想日を逆算する。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

学生の活動

導入 10
ホウレンソウの周年栽培を考えた時にどのような問題が生じるか、特
に収穫日や収量、作業量の面から考えてみる。

単元名 センシングを用いた収穫予測

指導計画

ホウレンソウを周年出荷することを例にとり、
収穫日や収量、作業量等がどのようになる
か、センシングをすることで把握できるように
する。そして、そのやり方を応用すれば、野
菜の種類を増やしても対応できることを理
解する。

単元目標
センサーを用いて栽培環境を測定し、それと生育状況
や過去の気象データを関連させることで収穫日を予測
できることを理解する。

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 11
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・セル成型苗移植栽培のねらいと目標

・栽培のポイント

・セル成型苗の育苗

・定植と定植後の管理

評価項目・方法

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 12

単元名 各種栽培（セル成型苗移植栽培）

指導計画

直播より短期間で収穫したり、作付け回数
を増加したい場合、或いは養液栽培を行い
たい場合など、営農計画を効率化する手
段の一つとして認識させる。そして栽培管
理だけでなく、収益性についても把握し、
自分が栽培するのは直播かセル成型苗か
の判断ができるようにする。

単元目標
セル苗成型苗移植栽培について、その特徴と露地及
び溶液栽培での利用状況を理解する。

学生の活動

導入 10
ホウレンソウは植栽本数が多く、太い主根が畑土壌に深く張るので、
直播し、生育初期に間引くのが普通なのに、セル成型苗を用いる目
的がどこにあるか考えてみる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

セル成型苗移植栽培の特徴、導入の条
件、経済性、栽培のポイント、育苗特性と
育苗のポイント、定植と定植後の生育と管
理について理解し、ホウレンソウ栽培の知
識を広める。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

セル成型苗の播種後の日数と生育の変
化のグラフについては、培土の違いによ
る変化も加わるため、グラフを読み取るの
が苦手な学生には理解が困難になる可
能性が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

直播とセル成型苗とで、生育段階と生育
程度及び作業と利用施設、生育日数、収
益性の違い等を比較し、その特徴を把握
する。そして栽培のポイントや育苗、定植
の方法、定植後の管理について理解す
る。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

直播とセル成型苗移植栽培との比較では、生育や収
益性の比較だけで結論を出さず、他の農作業との作
業バランスや、施設設置費用等も考慮しながら判断を
するよう留意する必要がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ソイルブロック栽培のねらいと目標

・技術の特徴とポイント

・導入にかかる経費

・生産農家への導入と活かし方

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

ソイルブロック苗の移植栽培の目的は、あくまでも高冷
地における盛夏期の収量減の防止と、作付け回数の
増加にある。そして、収量が増えれば収穫・選別作業
が増え、コスト増になるが、その負担増に見合う収益
が確保されることに留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ホウレンソウ栽培のポイントは土づくり、そ
して温度・水管理であるが、高冷地では
高温・乾燥が原因となる不発芽や生育障
害が問題で、直播では増収に限界が生じ
る。そこで、ソイルブロックを利用した収量
や作付け回数増加への取組みを理解す
る。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

ソイルブロックを利用した移植栽培につい
て、目的が盛夏期のホウレンソウの100％
収穫であることを忘れ、機械化や省力化
等の作業効率を重視した場合、興味が薄
れ、理解が困難になることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

栽培の特徴とねらい、ソイルブロック苗の
必要性やソイルブロック苗移植栽培の実
際について把握すると共に、ソイルブロッ
ク導入にかかる経費を認識し、生産農家
に導入した実例について理解する。

学生の活動

導入 10
高冷地では盛夏期のホウレンソウは植栽本数から計算すると10ａ当
たり1,000Ｋｇ以上の収穫が可能だが、実際は750～800Ｋｇに留ま
る理由について考える。

単元名 各種栽培（夏まき移植栽培）

指導計画

標高400ｍ以上の高冷地では、盛夏期の
ホウレンソウの収量が低下することを把握
し、それを防止する技術の一つであるソイ
ルブロック苗の移植栽培について、技術の
特徴とポイント、栽培の実際、経費、生産
農家への導入事例、課題等について理解
する。

単元目標
ソイルブロック苗を用いた夏まき移植栽培について、
その特徴と栽培の実際について理解する。

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 13
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・地域の気候・風土

・技術の着眼点

・栽培技術のポイント

・流通システムと産地形成上の課題

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

山梨県を事例として、取組んだ事例であるので、これ
を参考にし、自分の地域の気候・風土条件に合った栽
培・流通システムを考えられるように留意する必要があ
る。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

平地と高冷地の温度差を利用したリレー
生産と栽培する地域に合わせた被覆資
材の効果的利用、そして標高差を活用し
た流通システムにより、ホウレンソウの価
格が高位安定化することと、産地を形成し
ていくうえでの課題を理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

標高差を活用した流通システムでは、生
産者と卸売業者や量販店の意向を価格、
出荷、品質規格、物流の面から検討して
いくので複雑になり、理解が困難になる事
が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

山梨県のホウレンソウ栽培が抱えていた
課題と、それを克服するための栽培技術
と流通システムの着眼点を把握する。そし
て、栽培技術のポイントと流通システムに
よる価格の高位安定化、また産地形成の
ための課題について理解する。

学生の活動

導入 10
富士山がある山梨県の立地・気候条件について触れ、その自然条
件を活かした栽培・出荷方法の確立ができないか考えてみる。

単元名 技術と経営戦略

指導計画

山梨県での事例から、地域の自然条件や
風土をよく知り、課題が何かを正確に把握
することで問題解決の糸口が見つかるこ
と、またそれを勇気をもって実践することで
次の段階に進め、その繰返しが発展へとつ
ながることを理解する。

単元目標
標高差を利用した生産とその地域に合った資材・品種
の組合せによる周年栽培について理解する。

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 14
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・収穫作業

・調整作業

・鮮度保持、出荷作業

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・第8回目の授業で行った収穫、調整、出荷、鮮度保
持について復習し、理解しておくようにする。 宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

収穫作業、品質区分、計量・梱包、仕分
け、予冷等の作業が正しく、かつ速く行え
るようにする。また、自分が単位時間当た
りどの位の作業ができるかも、把握するよ
うにする。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

ホウレンソウの収穫時の品質目標につい
て、葉先のしおれや変質、病虫害、薬
斑、葉色、抽台等は各個体について差異
があるので、出荷できる基準は理解して
いても、実践では判断に迷うことが考えら
れる。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

一人一人の実習状況を把握し、正しく
行っていればそれを伝え、自信を持たせ
る。また、注意する点があればそれを教
え、その後是正されているかどうか、確認
をする。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

学生の活動

導入 10
栽培したものを商品として売る最終段階にあるので、ここで失敗する
とそれまでの苦労が水泡に帰すことを説明していく。

単元名 栽培管理実習

指導計画

各作業について正しく行えるよう、先ずは
手本を見せ、そのやり方のポイントについ
て、説明をする。そして、一人一人、正しく
できているかをチェックした後に実習を行わ
せる。また、実習を行っている際には、間違
いがないかをチェックし、正しくできるように
指導をしていく。

単元目標 収穫・選別・調整実習

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 15
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科目名 温室栽培Ⅰ 学科名   

分類 必修/選択 配当年次・学期   

授業時数 15 単位数   

授業方法 講義及び実習 企業等との連携 〇：該当 

担当教員   
実務経験のある 

教員科目 
〇：該当 

科目概要 
栽培する植物としての特性や、生育過程、品種特性や作型適応性、障害と対策などの知識

を学習し、実習をとおして ICTを活用した具体的な栽培・管理方法を習得する。 

到達目標 
(目標検定･資格含む) 

トマトの基礎知識と ICTを活用した栽培・管理方法を学ぶと共に、芽かき、葉かき、誘引

等の栽培管理ができるようになる。 

使用教材・教具 

(使用テキスト等) 
トマト大辞典 

成績評価の方法 

・基準 

小テスト・テスト、実習態度、習熟度、学習者のグループ評価等を総合的に判断し評価す

る。 

履修に当たって 

の留意点 

理論として学んだことが、実践で活用できることが大切であるため、農作業と関連させな

がら学習していくことが重要である。 

                                

授業計画 テーマ 内容 

第１回目 植物としての特性 原産と来歴、作物としての特性、形態的特性 

第２回目 生育と生理・生態 発芽、栄養成長、花芽の生理・生態 

第３回目 生育と生理・生態 開花・結実、果実の発育・成熟、収穫果の生理・生態 

第４回目 品種生態と特性 品種と特性の進化、環境・病虫害抵抗性と品種特性 

第５回目 苗の生育と育苗 播種・発芽、育苗方式、苗の診断、台木と接ぎ木 

第６回目 本圃での生育と栽培 圃場の準備、施肥、生育診断と草勢管理 

第７回目 栽培管理実習 管理作業実習（温室内準備） 

第８回目 本圃での生育と栽培 温度、湿度管理、潅水 

第９回目 本圃での生育と栽培 仕立て方・整枝と生育 

第１０回目 栽培管理実習 管理作業実習（誘引・芽かき） 

第１１回目 栽培管理実習 管理作業実習（葉かき） 

第１２回目 本圃での生育と栽培 着果促進、果実の発育と品質、収穫・出荷 

第１３回目 障害と対策 生理障害・重要病虫害の原因と対策 

第１４回目 環境制御 CO2、温室度・養水分等の環境管理と ICTの利用 

第１５回目 栽培管理実習 管理作業実習（収穫・選別・調整） 
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・原産地と、世界各国や日本への伝播

・作物としての特徴

・形態的特性

・生態的特性

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

植物について基礎的な知識を習得していく最初の授
業である。ここでつまずくと、今後の授業に積極的に
参加できなくなる。そのため、理解が難しいと感じる内
容については、説明に十分時間をかける必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

トマトの形態的特性（種子、根・茎・葉・
花、果実）や生態的特性（葉の展開と着
花習性、果実の発育、光合成）につい
て、基礎的な用語と内容を理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

植物体としてのトマトを見たことが無い学
生もいるので、イメージがわかない場合が
ある。また、基礎的な用語とその意味を併
せて覚えて行かなければならないので、
初めて触れる言葉が多くなると、理解が
困難になることが考えらえる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

トマトがどのような特性を持っているか、
根・茎・葉・花等、それぞれについての特
徴と特性について、細胞レベルの説明も
加えながら理解を促す。その際に可能な
限り簡単な言葉や図や写真を用いること
で理解を助ける。

学生の活動

導入 10
トマトについて、原産や分布が拡大してきた歴史、日本への伝播と
栽培の発展について触れることで、トマト栽培について興味を持た
せる。

単元名 植物としての特性

指導計画

トマトを例にとり、植物としての基礎的な形
態的・生態的特性を理解し、植物の生育に
必要な条件を把握する。また、専門用語に
ついても、今後同じ言葉が出てきた時に分
からないことがないよう、理解させる。単元目標

トマトの原産と来歴、植物としての特徴、作物としての
特性と分類、形態的特性、生態的特性について理解
する。

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 1
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・発芽の生理・生態

・栄養成長の生理・生態

・花芽分化の生理・生態

・花芽発育の生理・生態

評価項目・方法

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 2

単元名 生育と生理・生態

指導計画

トマトの栽培に必要となる基本的な内容と
して各生育ステージにおける生理・生態に
ついて、外的・内的な条件の違いと変化の
関連について正しく理解できるように、図表
や写真を用いながら説明していく。単元目標

発芽、栄養成長、花芽分化、花芽発育の生理・生態
について理解する。

学生の活動

導入 10
花の展開と着果習性や花の発育と着果など、トマトの生理・生態的
特性について、基本的な内容を理解させる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

トマトの生理・生態的特性について、発
芽、栄養成長、花芽分化、花芽発育の各
成長段階の内的・外的条件における基礎
的な用語と内容を理解にする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

各成長段階において用いられる用語や
単位とその意味を併せて覚えて行かなけ
ればならないので、初めて触れる言葉が
多くなると、理解が困難になることが考え
らえる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

トマトの種子、根、茎、葉、花がどのような
生理・生態的特性を持っているか、外的・
内的条件の違いと変化を関連つけること
により理解を促す。その際に可能な限り簡
単な言葉や図や写真を用いることで理解
を助ける。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

おしべは理解しても、雄ずいと言われると分からない
場合があるように、専門用語を用いた場合、その意味
するところが理解できているか、確認を行いながら授
業を進める必要がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・開花・結実の生理・生態

・果実の発育と成熟の生理・生態

・収穫果の生理・生態

評価項目・方法

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 3

単元名 生育と生理・生態

指導計画

トマトの栽培に必要となる基本的な内容と
して各生育ステージにおける生理・生態に
ついて、外的・内的な条件の違いと変化の
関連について正しく理解できるように、図表
や写真を用いながら説明していく。単元目標

開花・結実、果実の発育と成熟、収穫果の生理・生態
について理解する。

学生の活動

導入 10
着果や果実の発育は収量に結びつく大切な問題であることを理解さ
せ、その生理・生態的特性を学ぶ重要性を認識させる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

トマトの生理・生態的特性について、開
花・結実、果実の発育と成熟、収穫果の
各段階について、内的・外的条件におけ
る基礎的な用語と内容を理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

各成長段階において用いられる用語や
単位とその意味を併せて覚えて行かなけ
ればならないので、初めて触れる言葉が
多くなると、理解が困難になることが考え
らえる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

トマトの花、果実がどのような生理・生態
的特性を持っているか、外的・内的条件
の違いと変化を関連つけることにより理解
を促す。その際に可能な限り簡単な言葉
や図や写真を用いることで理解を助ける。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

おしべは理解しても、雄ずいと言われると分からない
場合があるように、専門用語を用いた場合、その意味
するところが理解できているか、確認を行いながら授
業を進める必要がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・品種分化と特性の進化

・環境と品種特性の相互作用

・病害虫抵抗性品種の特性

・栽培管理と品種特性

評価項目・方法

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 4

単元名 品種生態と特性

指導計画

トマトの品種について、進化の特性がある
ことを理解し、それぞれの品種についての
環境や病害虫に対しての特性を把握した
上で、栽培のポイントを押さえ、経営を考え
た品種の選択ができるようにする。単元目標

品種分化と特性の進化、環境と品種特性の相互作
用、病虫害抵抗性品種の特性、栽培管理と品種特性
について理解する。

学生の活動

導入 10
トマトの品種について、どのような特性が求められて分化してきた
か、色、心止まり、糖度、酸度、堅さ等の例を挙げながら説明し、身
近なものとして理解させる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

トマトには様々な品種があり、それぞれ特
徴があることを理解させる。そして栽培目
的に合った品種を選択し、その品種に最
適な栽培管理を行うことが大切であること
を理解させる。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

品種名や病気の名前など、特徴の違い
や区別の難しい言葉が頻繁に出てくるの
で、理解が困難になることが考えらえる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

トマトの品種特性について把握し、それ
ぞれを栽培する際のポイントについて理
解していく。その際に可能な限り図や写
真を用いることで理解を助ける。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

生産現場で期待されている品種の特性は様々であ
り、一つの種類に集約されるものではないため、自分
の好みだけでなく、広い眼で品種特性を把握できるよ
うにする。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・播種と発芽

・育苗方式と育苗法

・苗の診断と苗質、育苗用培養土

・台木と接ぎ木

評価項目・方法

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 5

単元名 苗の生育と育苗

指導計画

トマトの苗の重要性を理解させ、どのように
したら健全な苗を生産できるか、その要点
を把握させる。そして、自分が育てた苗が
健全かどうか、その診断もできるように、可
能な限り写真や実物を使用して理解を促
す。

単元目標
播種と発芽、育苗方式と育苗法、育苗用培養土、苗
の診断と苗質、台木と接ぎ木について理解する。

学生の活動

導入 10
種子や苗の良し悪しはその後のトマト栽培に大きな影響を及ぼすの
で、種子や苗について正しい知識をつける重要性を理解させる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

健全な育苗を行うにあたり、種子の発芽、
育苗、接ぎ木について、温度、水分、培
養土、容器、台木等の条件や種類などの
基礎的な用語と内容を理解すると共に、
苗の診断ができるようになる。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

苗の診断を行う時に、標準苗に対し、日
照不足、養水分過多、乾燥などの条件で
栽培された苗との比較は、実物を見ない
と頭に残らず、定着しないことが考えられ
る。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

種子から始まり、播種し、苗を育て、接ぎ
木をし、定植できる状態になるまでの一連
の流れについて、健全な苗を生産できる
までの要点を把握できるようにする。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
接ぎ木は、接いだ後の管理も大切であり、そこで失敗
するとまた最初からやり直しになってしまう。そのため、
管理の仕方も十分理解させる必要がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・圃場の準備

・施肥

・生育診断と草勢管理

評価項目・方法

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 6

単元名 本圃での生育と栽培

指導計画

圃場でトマトの栽培管理ができるようにす
る。今回は圃場の準備や肥料の種類、施
肥方法と効果の現れ方、元肥と追肥の割
合、茎葉や花、生長点による生育診断につ
いて学び、それに従い実習ができるように、
基本的な知識を付けさせる。

単元目標
圃場の準備、施肥、生育診断と草勢管理について理
解する。

学生の活動

導入 10
圃場の準備は仕事の準備だけを意味するのではなく、これを怠ると
病気が蔓延し、収穫ができなくなる可能性を持つ大切な内容を含ん
でいる事を理解させる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

トマト栽培において最も重要な役割を担う
栽培管理において、各管理段階における
作業の意味やポイントについて、自分が
実践できるように基本的な内容を把握す
る。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

それぞれの作業における重要性を十分に
理解していないと、それが結果的に栽培
の失敗、ひいては収益の減少につながる
ことに結びつかず、ポイントを把握するこ
とが疎かになってしまうことが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

圃場においてトマトを健全に育てるために
必要となるそれぞれの作業内容とその意
味、ポイントについて説明し、その際に実
習することを意識付けさせると共に、可能
な限り図や写真を用いることで理解を助け
る。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

トマト栽培の実習を行う際に正しく、要領よく行えるよう
に要点を整理しておく必要がある。そして、自分が実
習現場で作業の意味が分からなくならないよう、当事
者意識を持てるように留意する。

宿題等

 



50 

 

コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・温室内の確認（破損、機器の稼働等）

・定植の準備

・誘引ひもの吊り下げやクリップの確保

評価項目・方法

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 7

単元名 栽培管理実習

指導計画

トマトを栽培に必要な準備段階の作業につ
いて、先ず手本を見せ、説明をする。そし
て、一人一人、正しくできているかをチェッ
クした後に実習を行わせる。また、実習を
行っている際には、間違いや、やり残しが
ないかをチェックし、正しくできるように指導
をしていく。

単元目標

トマトを栽培していくために必要となる温室内の準備に
ついて、内容、必要となる資材、手順等について正し
く理解し、定植の準備を終わらせることができるように
する。

学生の活動

導入 10
温室内の環境や破損の確認、消毒、定植の準備、誘引ひもの吊り下
げ、クリップの確保等、必要となる作業について話をする。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

温室における定植の準備が正しく、かつ
速く行えるようにする。また、自分が単位
時間当たりどの位の作業ができるかも、把
握するようにする。

□
マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

単調な作業が続く場合、集中力が途切
れ、誘引ひもを吊り下げる時では途中で
数を間違え、トマトの数と合わなかったり、
仕事のスピードが極端に落ちることが考
えれㇾる。また、正しく行えているか、不安
になることも考えられる。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

一人一人の実習状況を把握し、正しく
行っていればそれを伝え、自信を持たせ
る。また、注意する点があればそれを教
え、その後是正されているかどうか、確認
をする。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・前回の授業で圃場の準備を行っているが、温室での
準備についてその際に習った事を復習し、理解してお
くようにする。

宿題等



51 

 

コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・温度管理

・湿度管理

・潅水

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

トマト栽培の実習を行う際に正しく、要領よく行えるよう
に要点を整理しておく必要がある。そして、自分が実
習現場で作業の意味が分からなくならないよう、当事
者意識を持てるように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

トマト栽培において最も重要な役割を担う
栽培管理において、各管理段階における
作業の意味やポイントについて、自分が
実践できるように基本的な内容を把握す
る。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

それぞれの作業における重要性を十分に
理解していないと、それが結果的に栽培
の失敗、ひいては収益の減少につながる
ことに結びつかず、ポイントを把握するこ
とが疎かになってしまうことが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

圃場においてトマトを健全に育てるために
必要となるそれぞれの作業内容とその意
味、ポイントについて説明し、その際に実
習することを意識付けさせると共に、可能
な限り図や写真を用いることで理解を助け
る。

学生の活動

導入 10
圃場の環境はトマトの収量を左右する大きな要因であり、それらを適
切に管理することが収量アップにつながることを理解させる。

単元名 本圃での生育と栽培

指導計画

圃場でトマトの栽培管理ができるようにす
る。今回は圃場の温度管理、湿度管理、暖
房方法、換気方法、施肥について学び、そ
れに従い実習ができるように、基本的な知
識を付けさせる。単元目標 温度管理、湿度管理、潅水について理解する。

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 8
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・整枝法

・摘心

・芽かき

・葉かき

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

トマト栽培の実習を行う際に正しく、要領よく行えるよう
に要点を整理しておく必要がある。そして、自分が実
習現場で作業の意味が分からなくならないよう、当事
者意識を持てるように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

トマト栽培において最も重要な役割を担う
栽培管理において、各管理段階における
作業の意味やポイントについて、自分が
実践できるように基本的な内容を把握す
る。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

それぞれの作業における重要性を十分に
理解していないと、それが結果的に栽培
の失敗、ひいては収益の減少につながる
ことに結びつかず、ポイントを把握するこ
とが疎かになってしまうことが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

圃場においてトマトを健全に育てるために
必要となるそれぞれの作業内容とその意
味、ポイントについて説明し、その際に実
習することを意識付けさせると共に、可能
な限り図や写真を用いることで理解を助け
る。

学生の活動

導入 10
圃場におけるトマトの管理作業は毎日の仕事の中心であるため、そ
れらを正しく行う重要性を理解させる。

単元名 本圃での生育と栽培

指導計画

圃場でトマトの栽培管理ができるようにす
る。今回は仕立て方で、様々な整枝法や
摘心、わき芽かき、葉かきのやり方とその特
徴、注意点について学び、それに従い実
習ができるように、基本的な知識を付けさせ
る。

単元目標
仕立て方（整枝法、摘心、芽かき、葉かき）と生育につ
いて理解する。

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 9
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・誘引クリップの使い方と留める位置

・脇芽の見極めと芽かきのやり方

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・前提条件として、導入動画を履修していること。
・動画を見て、そのやり方やポイントを予め理解してお
く

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

誘引、芽かきの管理作業がどの個体につ
いても正しく、かつ速く行えるようにする。
また、自分が単位時間当たりどの位の作
業ができるかも、把握するようにする。

□
マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

トマトは個体により誘引する位置や脇芽
の状態が異なるので、正しく行えているか
自信が持てなかったり、どう管理作業を
行ったらよいか判断に迷う場合がある。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

一人一人の実習状況を把握し、正しく
行っていればそれを伝え、自信を持たせ
る。また、注意する点があればそれを教
え、その後是正されているかどうか、確認
をする。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

学生の活動

導入 10
トマトの誘引、芽かきについて、正しいやりかたとそのポイントについ
て説明していく。

単元名 栽培管理実習

指導計画

管理作業を正しく行えるよう、先ずは手本を
見せ、そのやり方のポイントについて、説明
をする。そして、一人一人、正しくできてい
るかをチェックした後に実習を行わせる。ま
た、実習を行っている際には、間違いや、
やり残しがないかをチェックし、正しくできる
ように指導をしていく。

単元目標
トマトの管理作業で大切な誘引と芽かきについて、そ
の作業内容を正しく理解し、どの個体に対しても正確
かつ速く行えるようにする。

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 10
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・葉かきのやり方

評価項目・方法

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 11

単元名 栽培管理実習

指導計画

管理作業を正しく行えるよう、先ずは手本を
見せ、そのやり方のポイントについて、説明
をする。そして、一人一人、正しくできてい
るかをチェックした後に実習を行わせる。ま
た、実習を行っている際には、間違いや、
やり残しがないかをチェックし、正しくできる
ように指導をしていく。

単元目標
トマトの管理作業で大切な葉かきについて、その作業
内容を正しく理解し、どの個体に対しても正確かつ速
く行えるようにする。

学生の活動

導入 10
トマトの葉かきについて、正しいやりかたとそのポイントについて説明
していく。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

葉かきの管理作業がどの個体についても
正しく、かつ速く行えるようにする。また、
自分が単位時間当たりどの位の作業がで
きるかも、把握するようにする。

□
マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

トマトは個体により葉の状態が異なるの
で、正しく行えているか自信が持てなかっ
たり、どう管理作業を行ったらよいか判断
に迷う場合がある。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

一人一人の実習状況を把握し、正しく
行っていればそれを伝え、自信を持たせ
る。また、注意する点があればそれを教
え、その後是正されているかどうか、確認
をする。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・前提条件として、導入動画を履修していること。
・動画を見て、そのやり方やポイントを予め理解してお
く

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・着果促進

・果実の発育と品質

・収穫・出荷

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

トマト栽培や収穫・出荷の実習を行う際に正しく、要領
よく行えるように要点を整理しておく必要がある。そし
て、自分が実習現場で作業の意味が分からなくならな
いよう、当事者意識を持てるように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

トマト栽培において最も重要な役割を担う
栽培管理と、最後の仕上げとなる収穫・
出荷作業において、各管理段階における
作業の意味やポイントについて、自分が
実践できるように基本的な内容を把握す
る。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

それぞれの作業における重要性を十分に
理解していないと、それが結果的に栽培
の失敗、ひいては収益の減少につながる
ことに結びつかず、ポイントを把握するこ
とが疎かになってしまうことが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

圃場でのトマトを栽培の作業内容や、消
費者の手元に届くことを考えた収穫・出荷
におけるポイントについて説明し、その際
に実習することを意識付けさせると共に、
可能な限り図や写真を用いることで理解
を助ける。

学生の活動

導入 10
トマトは実がつかないと収益に結びつかないことを認識させ、花が咲
いた後、着果を促進する必要あることを理解させる。

単元名 本圃での生育と栽培

指導計画

圃場でのトマトの栽培管理や出荷ができる
ようにする。今回は着果促進、果実の発育
と品質、収穫・出荷について学び、それに
従い実習ができるように、基本的な知識を
付けさせる。単元目標

着果促進、果実の発育と品質、収穫・出荷について
理解する。

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 12
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・生理障害の原因と対策

・重要病害の原因と対策

・重要害虫とその対策

評価項目・方法

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 13

単元名 障害と対策

指導計画

障害には生理的・病原菌やウイルス・病害
虫に起因するものがあり、それぞれについ
て発生条件や見分け方、管理抑制方法や
対策について理解し、トマトの品質を低下
させない環境管理ができるようにする。単元目標

トマトの生理障害、重要病害、重要害虫について、そ
の原因や特徴、対策について理解する。

学生の活動

導入 10
病虫害が発生すると商品価値が著しく低下するので、発生を抑制す
ることが大切であり、そのためには発生するメカニズムや条件を知る
ことで、それを防ぐ管理へつながることを認識させる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

トマトの生理障害、主な病虫害につい
て、発生の原因や条件、症状、発生させ
ない管理、発生した場合の対処を学ぶこ
とで、高品質の生産ができるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

生理障害や病害虫の名前、症状等は初
めて聞く用語が多く、それぞれを覚えるの
が困難であったり、また症状の特徴を口で
説明しても、他との違いも含めイメージが
湧かない場合が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

生理障害や病害虫の名前、症状、発生
条件、発生抑制の管理条件、対処法など
についてその要点を中心に説明し、理解
させる。その際に可能な限り図や写真を
用いることで理解を助ける。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

生理障害や病害虫の判定は専門家でも難しい場合が
ある。そのため、学生も諦めず繰り返し接する事で覚
えて行こうとする気持ちを持たせ、一歩ずつ進ませて
いくことが大切である。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・環境とトマトの生理・生態

・二酸化炭素施用と湿度管理

・環境計測機器とその活用方法

・オランダに学ぶ環境制御

評価項目・方法

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 14

単元名 環境制御

指導計画

環境の変化におけるトマトの生理・生態的
特性を把握し、環境を管理することがトマト
の良好な成長につながることを理解すると
共に、二酸化炭素の施用と湿度管理により
収量が増加することを学ぶ。そして、環境を
測定する項目とそのための機器について
理解させる。

単元目標

光、温度、湿度、二酸化炭素の環境とトマトの生理・
生態的特性、二酸化炭素の施用と湿度管理による収
量の増加、環境計測機器とその活用方法について理
解する。

学生の活動

導入 10
植物は環境条件によって光合成速度が異なるので、トマトに最適な
環境条件と整えることが収量の増加に結びつくことを理解させる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

環境条件の違いによるトマトの生理・生態
的特性を知り、収量を増加させるための
環境管理、また環境を計測するための機
器とその活用方法について、基本的な用
語と内容を理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

環境条件とトマトの生理・生態的特性や、
湿度と光合成速度、相対湿度と飽差の関
係等については、専門用語を使う回数が
多く、また図表から読み取ることも求めら
れるので、理解しにくいことが考えられ
る。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

環境の変化とそれが収量に及ぼす影響
について認識し、トマトに最適な環境管
理を把握すると共に、環境を計測する機
器についても、その種類や活用方法につ
いて、基本的な内容を理解できるようにす
る。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

環境の変化を示す図表は、理解を助けるものである
が、それは条件を比較した結果を表すものでもあるた
め、そこから読み取ることが求められる場合も多い。理
解度が落ちると思われた場合、時間をかけて説明する
よう、留意する必要がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・収穫果の見極めと収穫作業

・選別作業

・調整作業

評価項目・方法

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 15

単元名 栽培管理実習

指導計画

各作業について正しく行えるよう、先ずは
手本を見せ、そのやり方のポイントについ
て、説明をする。そして、一人一人、正しく
できているかをチェックした後に実習を行わ
せる。また、実習を行っている際には、間違
いがないかをチェックし、正しくできるように
指導をしていく。

単元目標
トマトの出荷に関わる収穫、選別、調整について、要
点を理解して正確かつ速く行えるようにする。

学生の活動

導入 10
栽培したものを商品として売る最終段階にあるので、ここで失敗する
とそれまでの苦労が水泡に帰すことを説明していく。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

収穫果の選別、収穫作業、品質区分、計
量・梱包、仕分け等の作業が正しく、かつ
速く行えるようにする。また、自分が単位
時間当たりどの位の作業ができるかも、把
握するようにする。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

トマトの収穫では今収穫すべきか、明日
まで待つかの基準について、選別ではＡ
品かＢ品かの基準について、その境目に
あるものについては、判断が迷い、正しく
行えているか自信が持てない場合があ
る。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

一人一人の実習状況を把握し、正しく
行っていればそれを伝え、自信を持たせ
る。また、注意する点があればそれを教
え、その後是正されているかどうか、確認
をする。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・第12回目の授業で行った品質、収穫、出荷につい
て復習し、理解しておくようにする。 宿題等

  



59 

 

科目名 付加価値を高める栽培管理 学科名   

分類 必修/選択 配当年次・学期   

授業時数 15 単位数   

授業方法 講義＋演習 企業等との連携 〇：該当 

担当教員   
実務経験のある 

教員科目 
〇：該当 

科目概要 
GAP認証や有機 JAS認証に必要な知識を学習し、農業生産工程においてどのような管理が

求められているかを理解し、実践するための方法を座学や演習を通じて学習する。 

到達目標 
(目標検定･資格含む) 

安全な農産物の生産、品質向上、環境と調和した農業、作業の安全性を確保し、生産工程

全体を通じ、適切な農業生産が実践できる方法を学ぶ。 

使用教材・教具 

(使用テキスト等) 
農業生産工程管理（GAP)の共通基盤に関するガイドライン 

成績評価の方法 

・基準 

小テスト・テスト、実習態度、習熟度、学習者のグループ評価等を総合的に判断し評価す

る。 

履修に当たって 

の留意点 

農業生産の工程について、それらが基準に合致しているか一つ一つチェックしていくのは

容易でないため、目的意識をはっきりさせて、途中で挫折しないように常に意識付けをし

ていく必要がある。 

                                

授業計画 テーマ 内容 

第１回目 GAP概要 GAPについての説明 

第２回目 GAP（食品安全） 
異物混入防止、農薬の適正使用・保管、水の安全性確

認 

第３回目 GAP（環境保全） 適切な施肥、土壌浸食防止、廃棄物の適正処理・利用 

第４回目 GAP（労働安全） 
機械・設備の点検・整備、薬品・燃料の適切な管理、

安全な作業 

第５回目 GAP（人権保護） 
強制労働の廃止、差別の禁止、技能実習生の適切な労働

条件の確保 

第６回目 GAP(農場経営管理) 各部門における責任者の配置、教育訓練の実施 

第７回目 GAP（事例紹介） 優良事例及び問題事例 

第８回目 GAP（まとめ） GAPの取組演習 

第９回目 
有機農業（JAS法・認

証） 
JAS法と有機食品の検査認証制度 

第１０回目 有機農業（認証） 認証の手続きと認証後の作業 

第１１回目 有機農業(規格） 有機農産物の JAS規格(生産の原則-生産の方法) 

第１２回目 有機農業(規格） 有機農産物の JAS規格（生産の方法） 

第１３回目 
有機農業（生産工程管

理） 
生産工程の管理、格付け、関連法規 

第１４回目 有機加工食品 有機加工食品の JAS規格 

第１５回目 有機農業(まとめ） 有機農産物の生産、販売、記録に至る作業演習 
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・GAPが誕生した背景

・GAPの考え方

・GAPの認証の種類

・GAPに取組むことによる経営改善

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

GAPについて難しくてついていけないと思うと、今後の
授業に積極的に参加できなくなる。そのため、理解が
難しいと感じる内容については、説明に十分時間をか
ける必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

GAPの考え方を正しく理解することにあ
る。そしてGAPに取り組むことで農場に適
したルールが作成されると共に、課題が
はっきりし、生産性の向上や経営改善に
つながることを理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

GAPについての知識が無い場合、初めて
聞く内容が多く、十分に理解できないこと
が考えられる。逆に若干の知識がある場
合、GAPは難しいとか、書類が多い等の
先入観が理解促進の邪魔をすることが考
えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

GAPに取組んだ場合と取組まなかった場
合の差について身近な例を挙げながら比
較検討し、GAPに取組むことのメリットを
理解してもらうことで、GAPに対する興味
や関心を持ってもらうようにする。

学生の活動

導入 10
GAPとは何の略か、何故その考え方が生じたのか、その背景と必要
性について紹介する。

単元名 GAP概要

指導計画

GAPの考え方を正しく理解できるようにす
る。そのために、GAPの考え方の必要性を
認識させると共に、GAPに取組むことにより
生じるメリットについても、身近な例を取り
上げながら理解できるようにする。単元目標

GAPが誕生した背景、目的、主な認証の種類を把握
すると共に、GAPに取り組むことのメリットや、取り組ま
なかった場合の問題点を知り、GAPの考え方の大切さ
を理解する。

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 1
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

食品安全を主な目的とする取組について

・それぞれの区分

・各区分における取組事項

・GAPに取り組むことによる経営が改善される事項

評価項目・方法

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 2

単元名 GAP（食品安全）

指導計画

食品安全を主な目的とする7つの区分につ
いて、各取組事項における内容や取組例
について、関係法令や指針等にも触れな
がら、具体的に理解できるようにする。単元目標

GAPの共通基盤に関するガイドラインのうち、食品安
全を主な目的とする取組について、その区分や取組
事項について理解する。

学生の活動

導入 10
何故食品安全を主な目的すとする区分が必要とされるのか、その理
由について問題的をする。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

食品全然を主な目的とするそれぞれの区
分について、何が求められているのかそ
の背景と内容を知ると共に、対応の仕方
と、その結果どのように改善されたかにつ
いて理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

区分だけでなく、取組事項も多いため、
理解しきれないうちに話の内容が切り替
わってしまう時がある。また、法令等の用
語や言い回しは一度読んだだけでは分
かりにくい時もあり、理解が進まない事も
考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

食品安全を主な目的とするそれぞれの区
分ごとに取組事例を説明していく。その際
にその必要性、関係法令、取組事例、改
善された点等について適宜触れ、身近な
問題であり、取り組むことでメリットが生じ
ることを理解させていく。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

GAPの取組は区分ごとに取組事項が分かれている
が、それが煩雑に感じる学生には難しく感じてしまう。
そのため、可能な限り身近な例を引用し、理解の促進
を図る。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

環境保全を主な目的とする取組について

・それぞれの区分

・各区分における取組事項

・GAPに取り組むことによる経営が改善される事項

評価項目・方法

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 3

単元名 GAP（環境保全）

指導計画

環境保全を主な目的とする7つの区分につ
いて、各取組事項における内容や取組例
について、関係法令や指針等にも触れな
がら、具体的に理解できるようにする。単元目標

GAPの共通基盤に関するガイドラインのうち、環境保
全を主な目的とする取組について、その区分や取組
事項について理解する。

学生の活動

導入 10
何故環境保全を主な目的すとする区分が必要とされるのか、その理
由について問題的をする。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

環境保全を主な目的とするそれぞれの区
分について、何が求められているのかそ
の背景と内容を知ると共に、対応の仕方
と、その結果どのように改善されたかにつ
いて理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

区分だけでなく、取組事項も多いため、
理解しきれないうちに話の内容が切り替
わってしまう時がある。また、法令等の用
語や言い回しは一度読んだだけでは分
かりにくい時もあり、理解が進まない事も
考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

環境保全を主な目的とするそれぞれの区
分ごとに取組事例を説明していく。その際
にその必要性、関係法令、取組事例、改
善された点等について適宜触れ、身近な
問題であり、取り組むことでメリットが生じ
ることを理解させていく。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

GAPの取組は区分ごとに取組事項が分かれている
が、それが煩雑に感じる学生には難しく感じてしまう。
そのため、可能な限り身近な例を引用し、理解の促進
を図る。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

労働安全を主な目的とする取組について

・それぞれの区分

・各区分における取組事項

・GAPに取り組むことによる経営が改善される事項

評価項目・方法

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 4

単元名 GAP（労働安全）

指導計画

労働安全を主な目的とする8つの区分につ
いて、各取組事項における内容や取組例
について、関係法令や指針等にも触れな
がら、具体的に理解できるようにする。単元目標

GAPの共通基盤に関するガイドラインのうち、労働安
全を主な目的とする取組について、その区分や取組
事項について理解する。

学生の活動

導入 10
何故労働安全を主な目的すとする区分が必要とされるのか、その理
由について問題的をする。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

労働安全を主な目的とするそれぞれの区
分について、何が求められているのかそ
の背景と内容を知ると共に、対応の仕方
と、その結果どのように改善されたかにつ
いて理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

区分だけでなく、取組事項も多いため、
理解しきれないうちに話の内容が切り替
わってしまう時がある。また、法令等の用
語や言い回しは一度読んだだけでは分
かりにくい時もあり、理解が進まない事も
考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

労働安全を主な目的とするそれぞれの区
分ごとに取組事例を説明していく。その際
にその必要性、関係法令、取組事例、改
善された点等について適宜触れ、身近な
問題であり、取り組むことでメリットが生じ
ることを理解させていく。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

GAPの取組は区分ごとに取組事項が分かれている
が、それが煩雑に感じる学生には難しく感じてしまう。
そのため、可能な限り身近な例を引用し、理解の促進
を図る。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

人権保護を主な目的とする取組について

・それぞれの区分

・各区分における取組事項

・GAPに取り組むことによる経営が改善される事項

評価項目・方法

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 5

単元名 GAP（人権保護）

指導計画

人権保護を主な目的とする9つの区分につ
いて、各取組事項における内容や取組例
について、関係法令や指針等にも触れな
がら、具体的に理解できるようにする。単元目標

GAPの共通基盤に関するガイドラインのうち、人権保
護を主な目的とする取組について、その区分や取組
事項について理解する。

学生の活動

導入 10
何故人権保護を主な目的すとする区分が必要とされるのか、その理
由について問題的をする。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

人権保護を主な目的とするそれぞれの区
分について、何が求められているのかそ
の背景と内容を知ると共に、対応の仕方
と、その結果どのように改善されたかにつ
いて理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

区分だけでなく、取組事項も多いため、
理解しきれないうちに話の内容が切り替
わってしまう時がある。また、法令等の用
語や言い回しは一度読んだだけでは分
かりにくい時もあり、理解が進まない事も
考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

人権保護を主な目的とするそれぞれの区
分ごとに取組事例を説明していく。その際
にその必要性、関係法令、取組事例、改
善された点等について適宜触れ、身近な
問題であり、取り組むことでメリットが生じ
ることを理解させていく。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

GAPの取組は区分ごとに取組事項が分かれている
が、それが煩雑に感じる学生には難しく感じてしまう。
そのため、可能な限り身近な例を引用し、理解の促進
を図る。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

農場経営管理を主な目的とする取組について

・それぞれの区分

・各区分における取組事項

・GAPに取り組むことによる経営が改善される事項

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

GAPの取組は区分ごとに取組事項が分かれている
が、それが煩雑に感じる学生には難しく感じてしまう。
そのため、可能な限り身近な例を引用し、理解の促進
を図る。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

農場経営管理を主な目的とするそれぞれ
の区分について、何が求められているの
かその背景と内容を知ると共に、対応の
仕方と、その結果どのように改善されたか
について理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

区分だけでなく、取組事項も多いため、
理解しきれないうちに話の内容が切り替
わってしまう時がある。また、法令等の用
語や言い回しは一度読んだだけでは分
かりにくい時もあり、理解が進まない事も
考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

農場経営管理を主な目的とするそれぞれ
の区分ごとに取組事例を説明していく。そ
の際にその必要性、関係法令、取組事
例、改善された点等について適宜触れ、
身近な問題であり、取り組むことでメリット
が生じることを理解させていく。

学生の活動

導入 10
何故農場経営管理を主な目的すとする区分が必要とされるのか、そ
の理由について問題的をする。

単元名 GAP（農場経営管理）

指導計画

農場経営管理を主な目的とする9つの区分
について、各取組事項における内容や取
組例について、関係法令や指針等にも触
れながら、具体的に理解できるようにする。単元目標

GAPの共通基盤に関するガイドラインのうち、農場経
営管理を主な目的とする取組について、その区分や
取組事項について理解する。

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 6
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・実際に生産現場で起こりそうな問題事例

・上記コンクール受賞者のGAP取組み事例

評価項目・方法

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 7

単元名 GAP（事例紹介）

指導計画

農業現場における問題は、いつどこで発生
してもおかしくないこと、そしてそれは注意
をしていれば防げるものであることを認識す
る。そしてGAPの考え方を経営に取入れる
事でそれらの問題の発生を回避でき、経営
向上に役立つことを理解する。

単元目標
日常の農作業における問題事例と、GAPに取組んだ
優良事例を学ぶことで、GAPの考え方の有意性を理
解する。

学生の活動

導入 10
食品の安全は消費者にとって最も重要視されている問題であるが、
実際に生産現場で起こりそうなケースを紹介し、何故問題が起きた
かを考えてみる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

思いがけない問題は、実は注意していれ
ば防げたり、仮に発生しても被害を防止
できたりするものであることを認識する。そ
してGAPに取組んだことで成果を出して
いる優良事例から、GAPの考え方を農業
経営に取入れる有意性について理解す
る。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

優良事例は農林水産省主催の「未来に
つながる持続可能な農業推進コンクール
（GAP部門）」の受賞団体を紹介するが、
それら一つ一つの細かい内容が掲載され
ていない場合理解できない可能性があ
る。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

問題点の事例は食品の安全、環境保
全、労働者の安全、労働者の人権、農業
経営の効率化について紹介し、上記コン
クールで受賞した生産者の取組みから、
その農場でどのような改善点が見られた
かを理解する。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

現場で実際に起こりそうな問題は、起こる事を想定し
ていないために発生したり、被害が大きくなるのを防げ
ないことを認識し、そこにGAPの考え方を取入れる事
で被害防止に役立つことが理解できるように留意す
る。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・食品保全、環境保全を主な目的とする取組

・労働安全を主な目的とする取組

・農業生産工程管理の全般に係る取組

評価項目・方法

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 8

単元名 GAP（まとめ）

指導計画

GAPの取組は農場ごとにやり方が異なって
当然なので、自分で対策が立てられるよう
にする。またその結果どのような効果が生じ
るかを考え、効果があることを理解すること
が次につながるので、検証する時間を十分
取るようにする。

単元目標
GAPに実際に取組むことで今まで見落としていた改善
点が見つかることを認識し、その対策を立てることで経
営が向上することを理解する。

学生の活動

導入 10
GAPの取組は米、麦、野菜等、栽培する作物により取組事項が異な
る事と、今回はその中で普段接する事の多い野菜を事例にすること
を理解する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

GAPの共通基盤に関するガイドラインのう
ち、野菜の取組事項の内容を理解すると
共に、その取組を実施するために必要な
対策について理解できるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

取組に対する対策は様々考えられるが、
その対策を選択肢から選ぶのではなく、
自分で考えさせた場合、良いアイデアが
浮かばず、結論を出せない学生が出てく
ることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

食品安全、環境保全、労働安全、生産工
程管理に関する取組事項について提示
し、そのためにどのような対策を行ったら
よいか、また対策を行った結果どのような
効果が生じるかについて理解する。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

GAPは取組事項に対する対策を考えるだけでなく、そ
の結果どのような効果が生じたかを検証することが大
切である。そのため、時間配分や取組事項に留意す
る必要がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ＪＡＳ法の概要

・有機食品の検査認証制度

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
格付の意味と仕組みについてしっかりと把握すること
が有機農業を行っていくために必要となるので、その
内容が十分理解できるように留意する必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

農産物がＪＡＳ規格により格付されること、
格付は規格に則った生産管理が必要で
あるが、それを保証するためには、認証
機関より認証を受ける必要があること、そ
して格付を受けずにＪＡＳマークを表示し
てはいけないことを理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

法、施行令、施行規則、規格、格付、認
証、生産行程管理等の用語が頻繁に出
てくると、用語の意味が十分整理できてい
ない場合には用語が錯綜し、理解が困難
になる可能性が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ＪＡＳ法やＪＡＳ規格制度について触れ、
格付や生産行程管理者について把握し
た後、有機食品の検査認証制度の認証
の基準や規格、表示について理解する。

学生の活動

導入 10
ＪＡＳ法とは何か、ＪＡＳ規格についてどのようなものがあるか、日常生
活の中で見かけるものについて理解する。

単元名 有機農業（ JAS法・認証）

指導計画

有機農業を規格付けるＪＡＳ法の概要と、規
格を格付する仕組み、有機食品の検査認
証制度における認証の基準、表示等につ
いて把握し、生産物に「有機」と表示するに
は自分の判断で行うことはできず、定めら
れた規格に合っていることを認証してもらう
必要があることを理解する。

単元目標
JAS法と有機食品の検査認証制度について、その概
要を理解する。

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 9
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・認証の手続きと認証後の作業

・認証後の業務

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

申請書類を作成するのは簡単なことではないが、必要
書類が揃わない事には認証を受けられない事を認識
し、書類作成で有機認証取得を諦めないように留意す
る必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

有機ＪＡＳの認証を得るためにはどうしたら
よいか、申請の準備や必要書類、認証手
順、実地検査等について把握し、認証後
も認証基準を満たすことを証明するため
に、どのような報告義務や実地調査があ
るのかを理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

有機ＪＡＳ認証の申請書類のうち、添付書
類には水系図、生産管理及び格付の組
織・構成図、内部規程等があり、それらを
作成する時に、具体的にどのようにしたら
よいか分からない場合が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

認証の手続きを行うためにどのような準備
やチェックが必要なのか、具体的な必要
書類を用いながら認証手順について把握
する。そして認証後にどのような報告業務
や調査があるのかを理解する。

学生の活動

導入 10
有機農業を行うためには認証機関から認証を受ける必要があるが、
認証機関により認証する品目や地域等が異なることを理解する。

単元名 有機農業（認証）

指導計画

有機ＪＡＳ認証を取得するためにはどのよう
な手続きが必要になるか、その手順や必要
書類について把握する。そして認証後の業
務について、年次計画や格付実績等の報
告義務、認証機関による定期調査等の調
査を受け、認証基準を常に満たしている状
態が求められることを理解する。

単元目標
認証の手続きと認証後の作業について、どのような準
備や業務が必要になるのか理解する。

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 10
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・有機農産物の生産の原則

・有機農産物の生産の方法

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

種や苗について、基本的には有機農産物の生産の方
法の基準に適合することが求められるが、その取得が
困難な場合、他のやり方も許可されている。しかし、あ
くまでも有機農産物の生産の基準に適合する必要が
あることを認識するよう留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

有機農産物の生産の原則を知り、有機農
業の根本的な考え方を認識すると共に、
有機農産物の生産の方法のうち、ほ場、
転換期間、種子又は苗、肥培管理につ
いて理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

有機栽培で使用が許可されている化学
肥料や農薬について、それらの名前や用
途を覚えるのが苦手な学生の場合は、理
解が困難になる事が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

有機ＪＡＳの目的を把握し、一般的な有機
農産物だけでなく、自生している場合、ス
プラウと類、きのこ類等の生産の原則を認
識する。そして有機農産物の生産の方法
のうち、ほ場種子又は苗、肥培管理等に
ついて理解する。

学生の活動

導入 10
有機ＪＡＳの認証基準は一度制定されたものでも変わる可能性がある
ことを認識し、常に最新の基準を確認する必要があることを理解す
る。

単元名 有機農業(規格）

指導計画

有機農産物の生産の原則を学ぶことで、有
機農業の根本的な内容を把握する。そして
有機農産物の生産の方法として、ほ場や
有機ほ場への転換期間、種や苗の入手、
ほ場における肥培管理等について必要と
なる規格について理解する。

単元目標
有機農産物のJAS規格（生産の原則・生産の方法）に
ついて、それぞれの基準を理解する。

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 11
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・有機農産物の生産の方法

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
有機農業にとって、有害動植物に対する防除は農薬
を使用しない分、より大きな意味を持つので、どのよう
なやり方があるか、理解できるように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

有害動植物の防除について、どのような
方法があるか耕種的防除、物理的防除、
生物的防除の面から認識すると共に、一
般管理、育苗管理、収穫以降の管理に
ついても理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

防除の区分には耕種的防除、物理的防
除、生物的防除等があり、それぞれに
様々な防除方法があるが、どの防除がど
の防除区分に該当するか、理解が困難に
なる可能性が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ほ場における有害動植物の防除方法とし
て、耕種的・物理的・生物的防除のやり
方について、可能な限り画像を用いて把
握できるようにする。また、一般管理、育
苗管理、収穫以降の管理についても、基
準を理解する。

学生の活動

導入 10
ほ場又は栽培場で有害動植物によりどのような被害が考えられる
か、またどのような防除が考えられるかについて検討する。

単元名 有機農業(規格）

指導計画

有機栽培を行っていくうえで、病虫害による
被害の防止や除草は大きな課題となる。そ
こで、それらの防除方法について、耕種
的・物理的・生物的防除の観点からどのよ
うな防除方法があるのかを把握すると共に、
一般管理、育苗管理、収穫以降の管理に
ついても理解する。

単元目標
有機農産物のJAS規格（生産の方法）について、それ
ぞれの基準を理解する。

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 12
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・生産行程の管理の方法

・関連法規

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

生産行程管理責任者（担当者）や、格付責任者（担
当者）は有機ＪＡＳ規格に合っているかを確認する重要
な役割を担う。そのため、その業務については、正確
に把握するように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

有機農業の全ての段階において、その基
準を満たしていることを証明する役割を持
つ生産行程管理責任者の主な業務内容
やその資格と人数、また格付担当者の業
務について把握し、有機ＪＡＳ規格に沿っ
た生産が常にできるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

生産行程を管理していくためには、生産
行程だけでなく、それに付随する様々な
書類が必要になり、内部規程も細かに定
められている。そのため、それらに注意深
く接しないと、見落としが生じ、理解が困
難になる可能性が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

生産行程管理者とは何かについて認識
し、生産行程管理担当者の資格及び人
数、生産行程管理責任者の主な業務、そ
して格付担当者の業務について把握す
る。また関連法規の種類や罰則について
も理解する。

学生の活動

導入 10
有機農産物及び有機飼料についての生産行程管理者及び外国産
生産行程管理者の認証に共通な内容であることを理解する。

単元名 有機農業（生産工程管理）

指導計画

農産物を市場に出荷する際、それが有機Ｊ
ＡＳ規定に従って生産されたことを保証す
る責任のある業務について学ぶことを認識
させる。その上で、生産行程管理責任者
（担当者）や格付責任者（担当者）の業務
について把握すると共に、違反した場合に
は大きな罰則があることを理解する。

単元目標
生産工程の管理、格付けにおけるそれぞれの基準
と、関連法規について理解する。

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 13
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・有機加工食品ＪＡＳ規格

・有機加工食品の生産行程管理者の認証

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

有機加工食品は原材料、加工工程等が複数にわたり
複雑になることが考えられるので、それぞれの工程で
求められる規格について正しく理解できるように留意
する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

有機加工食品について、原材料、加工・
包装・保管等の工程、表示の規格、そし
て有機加工食品及び有機飼料について
の生産行程管理者及び外国生産行程管
理者の認証について理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

製造又は加工方法の物理的方法におい
て、粉砕、混合、成型、加熱、冷却、加
圧、減圧、乾燥、分離等の処理の違い
は、具体的な例を示さなかった場合、そ
れぞれの違いが分からず理解が困難にな
る可能性が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

有機加工食品のＪＡＳ規格について、原
材料や加工から包装までの一連の作業
工程の中で定められているＪＡＳ規格と、
その行程管理者に求められる資格や業
務内容について理解する。

学生の活動

導入 10
今まで見たことのある有機加工食品について、どのような種類のもの
があったか思い出してみる。

単元名 有機加工食品

指導計画

有機加工食品を製造していく際に必要とな
る原材料、製造・加工方法、管理、表示等
のＪＡＳ規格と、有機加工食品及び有機飼
料の生産行程管理者の認証における生産
工程管理責任者（担当者）の資格や人数、
職務、格付、施設等について理解する。

単元目標
有機加工食品についてJAS規格と生産行程管理者に
ついて理解する。

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 14
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・有機認証に必要な主な書類の作成方法

評価項目・方法

回科目名 付加価値を高める栽培管理 授業回数 第 15

単元名 有機農業（まとめ）

指導計画

有機ＪＡＳ認証は栽培技術はもとより、書類
作成も大切な作業となる。折角有機農業で
付加価値を付けた生産を行おうと思っても、
認証機関に申請書を出すことができなけれ
ば実現不可能であるため、必要書類の記
入の仕方を理解すると共に、それを通じ有
機農業をより深く理解できるようにする。

単元目標
有機ＪＡＳの申請から格付に至る主な書類の作成を行
うことで、各書類の記入の仕方を覚えると共に、有機
農業への理解を深める。

学生の活動

導入 10
有機農産物を生産する農場の事例について、転換期間、ほ場、生
産物、生産量、生産行程管理・格付担当者、表示方法等について
概要を説明する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

有機ＪＡＳ規定に従い有機農産物を生産・
販売する演習として、認証機関に対する
申請書類の作成から生産の原則に則った
生産、内部規定の作成、記録、格付まで
の業務内容を理解できるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

内部規定や生産・格付の記録等、実際に
行う場合どのようにしたらよいか、書き方
や書く内容が整理できない場合、作業が
進まないことが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

有機農産物を生産する農場の概要につ
いて把握し、そこで有機ＪＡＳの規格を満
たすための書類について、申請に必要な
ものから順番に一つずつ取り上げ、作成
できるようにしていく。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
書類作成が上手くできず、有機ＪＡＳの取組みを諦める
ことが無いように、丁寧に書類作成を行うよう留意する
必要がある。

宿題等
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科目名 農業データ基礎 学科名   

分類 必修/選択 配当年次・学期   

授業時数 15 単位数   

授業方法 講義＋演習 企業等との連携 〇：該当 

担当教員   
実務経験のある 

教員科目 
〇：該当 

科目概要 
農場からセンサー等を使って得られる土壌・空間・生育等に関するデータの種類と、それ

らのデータが何を意味しているのかを学ぶと共に、農業データ連係基盤の概要を知る。 

到達目標 
(目標検定･資格含む) 

農業データとして、センサー等を使って得られる各種データや農業データ連携基盤で使用

されるデータの意味を学ぶ。 

使用教材・教具 

(使用テキスト等) 
開発教材 

成績評価の方法 

・基準 

小テスト・テスト、実習態度、習熟度、学習者のグループ評価等を総合的に判断し評価す

る。 

履修に当たって 

の留意点 

今後はスマート農業の更なる発展が見込まれ、学生も興味を持ちやすい分野なので、その

基本的な考え方や取組方、可能性等について正しく理解させ、進むべき方向付けをしっか

り持たせる。 
                                

授業計画 テーマ 内容 

第１回目 
我が国の農業をとりま

く状況 １ 

社会的背景、輸出拡大、異業種参入、6次産業化、認

証といった経済面、政策面から俯瞰する 

第２回目 
我が国の農業をとりま

く状況 ２ 

農産物の安心・安全、規模の経済、消費者ニーズ、海

外事例、農業ビジネスのｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰを考える 

第３回目 
スマート農業 ケース 

１ 

農業未経験者によるケースを 3回にわたって紹介する 

「ヒューマンエラーが命取り」 

第４回目 
スマート農業 ケース 

２ 

農業未経験者によるケースを 3回にわたって紹介する 

「作業日誌の共有」 

第５回目 
スマート農業 ケース 

３ 

農業未経験者によるケースを 3回にわたって紹介する 

「農業の４定と匠の技」 

第６回目 
スマート農業で活躍す

る ICT 

今まで登場した ICT以外にドローンや特定の作業に活

用されるロボットなどを紹介する 

第７回目 
スマート農業への政府

の取組み １ 
農業分野の活性化に関する政府の取組みを俯瞰する 

第８回目 
スマート農業への政府

の取組み ２ 

農業分野における ICT活用に関する意向調査に基づく

国の農業戦略を紹介する 

第９回目 
スマート農業への政府

の取組み ３ 

スマート農業の実現に向けた研究と農業情報（デー

タ）の活用の取組を紹介する 

第１０回目 
スマート農業への政府

の取組み ４ 

革新的技術創造促進事業（異分野融合の共同研究）を

紹介する 

第１１回目 
スマート農業への政府

の取組み ５ 
戦略的イノベーション創造プログラムを紹介する 

第１２回目 
スマート農業への政府

の取組み ６ 
食品トレーサビリティの考え方を紹介する 

第１３回目 
スマート農業への政府

の取組み ７ 
農業情報（データ）の創成と流通促進戦略を紹介する 

第１４回目 
スマート農業への政府

の取組み ８ 

知的財産戦略と活用ガイドライン、活用の場を紹介す

ると共に、オープンなデータの利活用も理解する 

第１５回目 
スマート農業への政府

の取組み ９ 
農業データ連携基盤協議会（WAGRI)について紹介する 

 



76 

 

コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・我が国の農業に関する社会的背景

・異業種参入・6時産業化の実態

・輸出拡大、TPP、GAP

・これからの農業協同組合との関わり

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業は、まだ身近なものになっていない。その
ため、実感がわかず、必要性や利用の仕方も十分に
把握できないことが考えられる。スマート農業を実施
する利点について、将来像を予想させながら解説して
いく必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

今後の我が国農業における課題解決と発
展について、スマート農業の現在地とこ
れからすすむべき方向について理解し、
農業の未来に希望を持って進めるように
する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

我が国の農業をとりまく状況の中には、
TPP等の社会問題も含まれているので、
普段社会に関心の少ない学生には、話
が理解しにくくなることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

我が国の農業が抱えている問題点を知
り、その有効な解決策としてスマート農業
が存在していることを理解させる。そし
て、スマート農業から想像できる未来を感
じさせ、興味を持たせていく。

学生の活動

導入 10
我が国の農業の現況について、生産者の高齢化と大規模経営の急
増から把握し、スマート農業の必要性を理解する。

単元名 我が国の農業をとりまく状況　1

指導計画

我が国の農業が現在抱えている問題と進
んでいる方向性について把握させる。そし
て、農業の問題解決と発展のためにスマー
ト農業がどのように関わってくるか、その関
わり方や予想される結果を伝え理解を深め
る。

単元目標
我が国の農業の状況を、社会的背景、輸出拡大、異
業種参入、6次産業化、認証といった経済面、政策面
から俯瞰する。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 1
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・安心・安全とは

・メイド・イン・ジャパニーズと日式農法

・農業における規模の経済

・農業生産者を取り巻くプレイヤー

・比較されるオランダ農業

・小量多品種生産、イノベーター不足

評価項目・方法

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業は、まだ身近なものになっていない。その
ため、実感がわかず、必要性や利用の仕方も十分に
把握できないことが考えられる。スマート農業を実施
する利点について、将来像を予想させながら解説して
いく必要がある。

宿題等
課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

我が国の農業をとりまく状況について現在
抱えている問題を整理する。そして日本
農業が今後発展していくために求められ
る方向性を示唆し、そのために解決すべ
き問題について理解を深める。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

我が国の農業をとりまく状況を説明してい
く中で、現代用語も含まれているので、普
段社会に関心の少ない学生には、話が
理解しにくくなることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

我が国の農業が抱えている問題点を知
り、その有効な解決策としてスマート農業
が存在していることを理解させる。そし
て、スマート農業から想像できる未来を感
じさせ、興味を持たせていく。

学生の活動

導入 10
消費者は安心安全な農産物に関心がありながらも、まだ多くの事を
知らないでいる。生産者と消費者のコミュニケーションには多くの課
題がある事を認識する。

単元名 我が国の農業をとりまく状況　2

指導計画

我が国の農業が現在抱えている問題と進
んでいる方向性について把握させる。そし
て、農業の問題解決と発展のためにスマー
ト農業がどのように関わってくるか、その関
わり方や予想される結果を伝え理解を深め
る。

単元目標
農産物の安心・安全、規模の経済、消費者のニーズ、
海外事例、農業ビジネスでのステークホルダーについ
て考える。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 2
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農業現場の問題解決に必要なもの

・ヒューマンエラーが命取り

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

農業をよそ者の視点から見た時、改善した方が良いと
思われる指摘について、貴重な意見として素直に受
け止め、改善に取り組める気持ちをもてるように留意し
なければならない。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

農業で最大のリスクはヒューマンエラーで
あり、それは現在増加している大規模経
営ほど顕著になって現れる。そこでス
マート農業を実践することで、そのリスクを
最小限にすることができる。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

農業の最大のリスクは収入が天候に左右
されることであろうと、殆どの人が思ってい
ることである。それよりもヒューマンエラー
の方がリスクが大きいと言っても、半信半
疑になり、信じられないことが考えられ
る。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

農業にイノベーションを起こし、スマート
農業の時代を迎えるには、旧来の手法だ
けでは実現が難しいだけでなく、人的災
害がいつ発生してもおかしくない状況で
農業が営まれている事を実例を挙げなが
ら、理解させる。

学生の活動

導入 10
ICTを活用し、効率的に農業をしたいと思う生産者と、 ICTを専門と
するが、農業経験の無い人が課題解決に向けて対話をするとどうな
るか。

単元名 スマート農業ケース1

指導計画

農業の現場の改善には新しい見方や考え
方を持ち、積極的に農業に携わろうとする
よそ者の考え方に一目置くことも大切なこと
を理解させる。そして大規模経営ほど
ヒューマンエラーが命取りにつながる危険
性について認識し、スマート農業の実践に
よりそのリスクが最小限になる事を理解させ
る。

単元目標

農業未経験者によるケースを3回にわたって紹介す
る。第1回　「ヒューマンエラーが命取り」として、大規
模経営で多くなる人為的ミスをスマート農業により少な
くできる事を学習する。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 3
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農業組織としての「経営理念・ビジョン」

・農業計算者の五感の見える化

・作業日誌の共有

評価項目・方法

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

具体的な話について、納得できないと効果が薄れてし
まうので、結果だけを話すのではなく、取組み方一つ
にしても何故そうなのか理由も付け加えて理解を深め
られるようにする必要がある。

宿題等
課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

作業日誌を共有できるようにするだけで、
自社のほ場の従業員の作業の全体像が
見えやすくなる。そして作業計画も立案し
やすく、従業員も指示待ちから自分で考
えて作業ができるようになるなど、多くのメ
リットがある事を理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

ステークホルダーやトリガー等、日常生活
でそれらの言葉を使用していない学生も
いるので、それらの言葉の説明が無いと、
理解できない学生が出てくることが考えら
れる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

経営理念の大切さ、五感の見える化、作
業日誌の共有等、それぞれ具体的な例を
取り上げながら説明をしていく中で、理解
を深められるようにしていく。

学生の活動

導入 10
自分が将来どのような農業を目指すのかにより、スマート農業への取
組み方も変わってくることを理解する。

単元名 スマート農業ケース2

指導計画

経営理念の大切さ、五感の見える化、作業
日誌の共有等について、それぞれ具体的
な例を挙げながら、何を意味しているのか、
スマート農業にするとどういう効果があるの
かについて、理解できるようにする。単元目標

農業未経験者のケース紹介の第2回「作業日誌の共
有」。作業日誌をICT機能を用いて共有することで、本
人だけでなく、経営体としても作業効率が上がる事を
理解する。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 4
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農業生産におけるコスト

・匠の農業のノウハウ

評価項目・方法

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 5

単元名 スマート農業ケース3

指導計画

作業記録も大切なスマート農業の一つであ
ることを認識させる。そして、それぞれの作
業や品目などについて、ほ場毎にコスト計
算や、作業状況が把握できることで、匠の
技のノウハウも従来より短期間で継承できる
だけでなく、作業効率や経営の向上に結
び付く事を理解させる。

単元目標

農業未経験者によるケースを3回にわたって紹介す
る。第3回「農業の４定と匠の技」。作業データの管理
の有意性について理解する。

学生の活動

導入 10
農業データを活用しようとした場合、先ず何をするかを問いかける。
そしてどうしたら良いか分からない場合、作業記録をすることから始
めるように促す。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

作業記録を品目、品種、ほ場ごとに細かく
管理することは、それらを実行していな
かった人にとってはハードルが高いものに
なる。しかし、スマート農業を実施すること
で、比較的正確なデータが蓄積可能とな
り、作業の精度や生産物の品質の向上に
役立つ。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

農作業記録を人件費まで含めて記載する
経験を持つ学生は稀であり、作業関連マ
スタを作成すること自体が困難な学生もい
るので、理解が進まないことが考えられ
る。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

農業データを活用する場合、まず作業記
録から始める事を促し、従業員一覧、肥
料、農薬、資材、品目、品種、ほ場、作業
等の項目について入力する項目を整理さ
せる。そして、それをPDCAをまわすこと
で、その有意性が高まる事を理解させる。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業は特別なものではなく、毎日の作業の記
録もスマート農業として捉えることができ、そのデータ
の積み重ねが経営の見直しや効率的な作業に結び
つくことが理解できるように留意する。

宿題等
課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・衛星活用・リモートセンシング

・ロボット・ドローン・アシストスーツ

評価項目・方法

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

データを基に解析する事例を取り上げる場合には、学
生にデータを読み取る力が求められるため、データの
解説を丁寧に行うことで理解不足にならないように留
意する。

宿題等
課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

リモートセンシングやドローン、アシスト
スーツなど、農業分野で活躍するICTに
ついて、現在どのような活用状況にあり、
また今後はどのような可能性に満ちてい
るかについて、理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

様々な ICTが利用されている中で、それ
らが実際にどのように使われているかイ
メージできない場合、それ以上理解が深
まらないことが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

それぞれのICTについて、それらが持つ
機能と農業分野での活用事例を可能な
限り図表や写真を用いて説明すると共
に、今後の可能性についても言及する。

学生の活動

導入 10
リモートセンシングについて、その技術やデータ解析について植生
指標の例を挙げながら解説していくことで、農業への応用の可能性
が広がっていることを認識させる。

単元名 スマート農業で活躍するICT

指導計画

リモートセンシング、ロボット、ドローン、ア
シストスーツ等、農業分野で活躍するICT
について、それらが持つ機能や現在使わ
れている内容について紹介すると共に、今
後の可能性について知見を広げ、スマート
農業に対する関心を高めるようにする。

単元目標
今まで観てきたケースで登場するICT以外にドローン
や特定の作業に活用されるロボットなどを紹介する。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 6
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農業分野における情報科学の活用

・アグリプラットフォーム

評価項目・方法

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

分かりにくい用語や言い回しがあった場合、可能な限
り分かり易い表現に置き換えたり、図表を用いて説明
することで理解を促し、日本農業の活性化のために地
道な努力が続けられていることを認識できるように留意
する必要がある。

宿題等
課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

スマート農業とは、急に登場してきたもの
ではなく、政府がその推進に対し行ってき
た取組みを理解する。第１回は「農業分
野における情報科学の活用に関わる研究
会」と「アグリプラットフォームコンソーシア
ム」である。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

政府の取組みの為、事業名やその内容
についても行政や研究で使われる用語や
言い回しが頻繁に出てくる可能性がある。
それらに慣れていない学生には理解度が
落ちる可能性があることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

政府の取組に対し、その名称、目的、内
容、結果等について可能な限り平易な言
葉や図表などを用いて丁寧に説明し、そ
れらが一歩ずつ前進することによりスマー
ト農業が注目されるようになったことを理
解する。

学生の活動

導入 10
クラウド・コンピューティングの登場と、ネットワーク利用料の定額制
が、それまでスマート農業分野への参入を躊躇していた多くのIT企
業の考え方を変えたことを認識させる。

単元名 スマート農業への政府の取組み　１

指導計画

農業分野における情報科学の活用に関わ
る研究会（2009）及びアグリプラットフォー
ムコンソーシアム（2010年度～）につい
て、その目的、内容、結果等について説明
し、今後の日本農業を支えるスマート農業
の進展には、政府及び関係者の地道な取
組みが背景にあることを理解できるようにす
る。

単元目標

農業分野の活性化に関する政府の取組みを俯瞰す
る。スマート農業はいきなり誕生したものではなく、そ
の元になった各研究会から発展的に誕生したものであ
ることを理解する。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 7
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農業分野におけるＩＴ活用の意識・意向

・日本再興戦略＆ＩＴ国家創造宣言

評価項目・方法

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業は、まだ身近なものになっていない。その
ため、実感がわかず、必要性や利用の仕方も十分に
把握できないことが考えられる。スマート農業を実施
する利点について、将来像を予想させながら解説して
いく必要がある。

宿題等
課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

スマート農業を進めていく中で、農業分
野におけるIT利活用の意識・意向調査
で、注目すべき回答とその理由、また日
本再興戦略＆世界最先端IT国家創造宣
言の特筆すべき内容について理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

政府の取組みの為、事業名やその内容
についても行政や研究で使われる用語や
言い回しが頻繁に出てくる可能性がある。
それらに慣れていない学生には理解度が
落ちる可能性があることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

政府の取組みに対し、その名称、目的、
内容、結果等について可能な限り平易な
言葉や図表などを用いて丁寧に説明し、
それらが一歩ずつ前進することによりス
マート農業が注目されるようになったこと
を理解する。

学生の活動

導入 10
農業生産者のIT活用状況を知るために行った意向調査において、
当時どのような意識が主流であったのか、質問項目を元に考えてみ
る。

単元名 スマート農業への政府の取組み　２

指導計画

農業分野におけるIT利活用に関する意
識・意向調査（2012）及び日本農業再興
戦略＆世界最先端IT国家創造宣言
（2013）について、その目的、内容、結果
等について説明し、今後の日本農業を支
えるスマート農業の進展には、政府及び関
係者の地道な取組みが背景にあることを理
解できるようにする。

単元目標
農業分野におけるICT活用に関する意向調査に基づ
く国の農業戦略を紹介する。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 8
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農林水産省のスマート農業研究会

・ＩＴ活用と農業情報に関する調査

評価項目・方法

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業は、まだ身近なものになっていない。その
ため、実感がわかず、必要性や利用の仕方も十分に
把握できないことが考えられる。スマート農業を実施
する利点について、将来像を予想させながら解説して
いく必要がある。

宿題等
課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

スマート農業の実現に向けた研究会及び
農林水産分野におけるIT利活用推進調
査等の内容と、結果について理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

政府の取組みの為、事業名やその内容
についても行政や研究で使われる用語や
言い回しが頻繁に出てくる可能性がある。
それらに慣れていない学生には理解度が
落ちる可能性があることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

政府の取組みに対し、その名称、目的、
内容、結果等について可能な限り平易な
言葉や図表などを用いて丁寧に説明し、
それらが一歩ずつ前進することによりス
マート農業が注目されるようになったこと
を理解する。

学生の活動

導入 10
今までの政府の取組みがどのような形で進んだか、過去2回の授業
内容を振り返り、それがスマート農業の実現に向けた研究会にどう結
びついていくか理解する。

単元名 スマート農業への政府の取組み　３

指導計画

スマート農業の実現に向けた研究会及び
農林水産分野のIT利活用推進調査＆農
業情報の相互運用性・可搬性の確保に資
する標準化に関する調査について、その目
的、内容、結果等について説明し、今後の
日本農業を支えるスマート農業の進展に
は、政府及び関係者の地道な取組みが背
景にあることを理解できるようにする。

単元目標
スマート農業にの実現に向けた研究と農業情報（デー
タ）の活用の取組を紹介する。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 9
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・革新的技術創造促進事業

評価項目・方法

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業は、まだ身近なものになっていない。その
ため、実感がわかず、必要性や利用の仕方も十分に
把握できないことが考えられる。スマート農業を実施
する利点について、将来像を予想させながら解説して
いく必要がある。

宿題等
課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

革新的技術創造促進事業（異分野融合
共同研究）において、医学・理学・工学・
情報工学等の連携が生じ、産学を交えた
研究実施体制が構築され、スマート農業
も生産現場の改善や効率化から幅広い
領域へ移り変わっている。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

政府の取組みの為、事業名やその内容
についても行政や研究で使われる用語や
言い回しが頻繁に出てくる可能性がある。
それらに慣れていない学生には理解度が
落ちる可能性があることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

政府の取組みに対し、その名称、目的、
内容、結果等について可能な限り平易な
言葉や図表などを用いて丁寧に説明し、
それらが一歩ずつ前進することによりス
マート農業が注目されるようになったこと
を理解する。

学生の活動

導入 10
農業は異業種との連携が薄いと言われているが、それがどういうこと
なのか、農業以外の産業から農業への生産波及効果を例に紹介し
ていく。

単元名 スマート農業への政府の取組み　４

指導計画

革新的技術創造促進事業（異分野融合共
同研究）（2014～2017）について、その目
的、内容、結果等について説明し、今後の
日本農業を支えるスマート農業の進展に
は、政府及び関係者の地道な取組みが背
景にあることを理解できるようにする。

単元目標
革新的技術創造促進事業（異分野融合の共同研究）
を紹介し、スマート農業が幅広い分野へと広がってい
くことを理解する。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 10
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・戦略的イノベーション創造プログラム

評価項目・方法

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業は、まだ身近なものになっていない。その
ため、実感がわかず、必要性や利用の仕方も十分に
把握できないことが考えられる。スマート農業を実施
する利点について、将来像を予想させながら解説して
いく必要がある。

宿題等
課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

戦略的イノベーション創造プログラムにお
いて、農業のスマート化や農林水産物の
高付加価値化で行われている取組みに
ついて、開発目標やその内容を把握し、
今後のスマート農業の方向性を理解す
る。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

政府の取組みの為、事業名やその内容
についても行政や研究で使われる用語や
言い回しが頻繁に出てくる可能性がある。
それらに慣れていない学生には理解度が
落ちる可能性があることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

政府の取組みに対し、その名称、目的、
内容、結果等について可能な限り平易な
言葉や図表などを用いて丁寧に説明し、
それらが一歩ずつ前進することによりス
マート農業が注目されるようになったこと
を理解する。

学生の活動

導入 10
国家的プロジェクトである戦略的イノベーション創造プログラム誕生
の背景や組織について、その概要を把握する。

単元名 スマート農業への政府の取組み　５

指導計画

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
（2014～）について、その目的、内容、結
果等について説明し、今後の日本農業を
支えるスマート農業の進展には、政府及び
関係者の地道な取組みが背景にあることを
理解できるようにする。

単元目標
戦略的イノベーション創造プログラムを紹介し、農業の
スマート化や農林水産物の高付加価値化の取組みに
ついて把握する。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 11
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・トレーサビリティ・システムの確立

・次世代で求められるトレーサビリティ

評価項目・方法

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業は、まだ身近なものになっていない。その
ため、実感がわかず、必要性や利用の仕方も十分に
把握できないことが考えられる。スマート農業を実施
する利点について、将来像を予想させながら解説して
いく必要がある。

宿題等
課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

クラウド活用型食品のトレーサビリティシ
ステムの確立について、各業種の課題と
対策を知ると共に、生産者が自分の農産
物の消費状況を知ることができる、従来と
逆方向の情報が流れる次世代のトレーサ
ビリティの利用の仕方について理解す
る。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

政府の取組みの為、事業名やその内容
についても行政や研究で使われる用語や
言い回しが頻繁に出てくる可能性がある。
それらに慣れていない学生には理解度が
落ちる可能性があることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

政府の取組みに対し、その名称、目的、
内容、結果等について可能な限り平易な
言葉や図表などを用いて丁寧に説明し、
それらが一歩ずつ前進することによりス
マート農業が注目されるようになったこと
を理解する。

学生の活動

導入 10
食・農の分野でいち早くITが導入されたトレーサビリティについてそ
の目的や内容、関係する業種等について理解する。

単元名 スマート農業への政府の取組み　６

指導計画

クラウド活用型食品トレーサビリティ・シス
テム確立事業（2014）について、その目
的、内容、結果等について説明し、今後の
日本農業を支えるスマート農業の進展に
は、政府及び関係者の地道な取組みが背
景にあることを理解できるようにする。

単元目標
食品トレーサビリティについて現在行われている取組
みだけでなく、今後の方向性についても理解する。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 12
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農業情報創成・流通促進戦略

評価項目・方法

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業は、まだ身近なものになっていない。その
ため、実感がわかず、必要性や利用の仕方も十分に
把握できないことが考えられる。スマート農業を実施
する利点について、将来像を予想させながら解説して
いく必要がある。

宿題等
課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

農地法の改正により、様々な企業が農業
に参入するようになる中で、各社が独自に
開発したシステムが異なる中で、データを
標準化する必要性とその取組みについて
理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

政府の取組みの為、事業名やその内容
についても行政や研究で使われる用語や
言い回しが頻繁に出てくる可能性がある。
それらに慣れていない学生には理解度が
落ちる可能性があることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

政府の取組みに対し、その名称、目的、
内容、結果等について可能な限り平易な
言葉や図表などを用いて丁寧に説明し、
それらが一歩ずつ前進することによりス
マート農業が注目されるようになったこと
を理解する。

学生の活動

導入 10
2009年の農地法改正により、法人もリース方式により農業に参入で
きる道が開けた結果、全国各地で法人の経営体数が増加しているこ
とを把握する。

単元名 スマート農業への政府の取組み　７

指導計画

農業情報創成・流通促進戦略（2014）に
ついて、その目的、内容、結果等について
説明し、今後の日本農業を支えるスマート
農業の進展には、政府及び関係者の地道
な取組みが背景にあることを理解できるよう
にする。

単元目標
農業情報（データ）の創成と流通促進戦略を紹介し、
農業生産に関わる言葉の標準化（共通化）が果たした
役割を理解する。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 13
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・知的財産戦略＆知的財産活用ガイドライン

・「知」の集積と活用の場

・農業経営のデータ利用調査

評価項目・方法

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業は、まだ身近なものになっていない。その
ため、実感がわかず、必要性や利用の仕方も十分に
把握できないことが考えられる。スマート農業を実施
する利点について、将来像を予想させながら解説して
いく必要がある。

宿題等
課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

世界各国で日本をイメージさせるブランド
が誕生する中で、知的財産の保護と安全
な展開、利用者の拡大を促進する戦略が
必要であることを認識すると共にオープン
なデータ活用についてもその目的や取組
みについて理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

政府の取組みの為、事業名やその内容
についても行政や研究で使われる用語や
言い回しが頻繁に出てくる可能性がある。
それらに慣れていない学生には理解度が
落ちる可能性があることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

政府の取組みに対し、その名称、目的、
内容、結果等について可能な限り平易な
言葉や図表などを用いて丁寧に説明し、
それらが一歩ずつ前進することによりス
マート農業が注目されるようになったこと
を理解する。

学生の活動

導入 10
事例として夕張メロンと富良野メロンを取り上げ、知名度の向上がブ
ランドなのか、ブランドの本来の意味である「約束」に焦点を当てなが
ら考える。

単元名 スマート農業への政府の取組み　８

指導計画

知的財産戦略＆農業IT知的財産活用ガイ
ドライン、知の集積と活用の場（2015）、農
業経営におけるデータ利用に係る調査
（2016）について、その目的、内容、結果
等について説明し、今後の日本農業を支
えるスマート農業の進展には、政府及び関
係者の地道な取組みが背景にあることを理
解できるようにする。

単元目標
知的財産戦略と活用ガイドライン、活用の場について
紹介するとともに、オープンなデータの利活用につい
ても理解する。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 14
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農業データ連携基盤協議会設立

・農業情報研究センター開設

・スマート農業に関わるプロジェクト

評価項目・方法

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業は、まだ身近なものになっていない。その
ため、実感がわかず、必要性や利用の仕方も十分に
把握できないことが考えられる。スマート農業を実施
する利点について、将来像を予想させながら解説して
いく必要がある。

宿題等
課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

農業データ連携基盤協議会（WAGRI　）
や農業情報研究センターの役割や活用
について理解すると共に、スマート農業
の実証プログラムで行われている取組み
について把握する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

政府の取組みの為、事業名やその内容
についても行政や研究で使われる用語や
言い回しが頻繁に出てくる可能性がある。
それらに慣れていない学生には理解度が
落ちる可能性があることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

政府の取組みに対し、その名称、目的、
内容、結果等について可能な限り平易な
言葉や図表などを用いて丁寧に説明し、
それらが一歩ずつ前進することによりス
マート農業が注目されるようになったこと
を理解する。

学生の活動

導入 10
WAGRIとは何か、その概要について触れると共に、WAGRIが誕生
した背景とその目的について理解する。

単元名 スマート農業への政府の取組み　９

指導計画

農業データ連携基盤協議会（WAGRI）設
立（20017）、農業情報研究センター
（2018）及びスマート農業実証プロジェクト
（2019）について、その目的、内容、結果
等について説明し、今後の日本農業を支
えるスマート農業の進展には、政府及び関
係者の地道な取組みが背景にあることを理
解できるようにする。

単元目標
農業データ連携基盤協議会（WAGRI)について紹介
すると共に、農業情報研究センターの役割やスマート
農業の実証プロジェクトについて理解する。

回科目名 農業データ基礎 授業回数 第 15
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科目名 農業 ICT概論 学科名   

分類 必修/選択 配当年次・学期   

授業時数 15 単位数   

授業方法 講義＋演習 企業等との連携 〇：該当 

担当教員   
実務経験のある 

教員科目 
〇：該当 

科目概要 

IoTや AIなどを活用したスマート農業の実現に向け、どのように ICTが利用され、省力化

や生産性の向上が図られているのか、事例等を通じて学習し、農作業記録の電子化など身

近な方法を学習する 

到達目標 

(目標検定･資格含

む) 

農業の ICT化について、どのような事例があり、可能性があるのか理解し、ICT化を実践す

る 

使用教材・教具 

(使用テキスト等) 
開発教材 

成績評価の方法 

・基準 

小テスト・テスト、実習態度、習熟度、学習者のグループ評価等を総合的に判断し評価す

る。 

履修に当たって 

の留意点 

ICTは今後の農業を支える重要な要素となり、幅広い分野で更なる発展が期待されるので、

意識付けを強く行い、興味を持たせる必要がある。また、ICTを効率よく使用するために、

物事をよく見て考える習慣も併せて付けさせることが大切である。 
                                

授業計画 テーマ 内容 

第１回目 
ICT・スマート農業と

は 

ICT・スマート農業とはどういうものか、また農業の現

状と今後の農業の方向性について理解する 

第２回目 
ICTを使ってできるこ

と 

生産管理、人件費の削減、作業ミスの軽減、経営の効

率化等が行えることを理解する 

第３回目 
農業におけるエネルギ

ー基礎Ⅰ 

自然エネルギー（太陽熱、大気、地熱等）の有効利用

について理解する 

第４回目 
農業におけるエネルギ

ー基礎Ⅱ 

蓄電、被覆素材、耐熱効果等、エネルギーの効率利用

について理解する 

第５回目 情報技術基礎Ⅰ 
農業における具体的な情報技術の活用の方法、携わり

方について、理解する 

第６回目 情報技術基礎Ⅱ 
生産～販売までの過程における、センサーをはじめと

する技術の仕組みについて 

第７回目 水田での事例 
ドローンや自動操舵トラクタ、圃場マップの活用事例

についてその利便性や課題を理解する 

第８回目 露地での事例 
センサやドローン等を使い、時間・場所・やるべきこ

とを計画して栽培を行う精密農業を理解する 

第９回目 温室での事例 
環境データを測定し、温室内の環境を調整していくこ

との大切さや課題を理解する 

第１０回目 植物工場での事例 
栽培環境自動制御システムが行われている植物工場に

おいて、環境が品質に及ぼす影響を理解する 

第１１回目 学習支援での事例 
熟練技術の学習を通し、技術の無い人が短期的・効率

的に技術を向上させるやり方を理解する 

第１２回目 市場での事例 
タブレットを使ったセリシステムを構築することで、

在宅でも競りが行え、利便性が増すことを理解する 

第１３回目 鳥獣害対策での事例 
センサーにより、動物の行動が解析でき、より効率的

な防除ができることを理解する 

第１４回目 その他の事例 
販売、流通、作業補助、農業用ロボットなどについて

理解する 

第１５回目 まとめ 
ICT技術は、知恵を働かせたり、他人との協力体制を

進めることで、その能力をより発揮できることを理解

する  
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ICTやスマート農業等の言葉の意味

・現在の農業の課題

・スマート農業の将来像

・現在の先端技術の活用事例

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業の技術は、まだ身近なものになっていな
い。そのため、実感がわかず、必要性や利用の仕方も
十分に把握できないことが考えられる。先端技術を取
り入れる利点について、実例を参考にしながら解説し
ていく必要がある

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

現在の農業の課題、今後の将来像、現在
の先端技術とその活用を理解し、時代に
対応した農業の知識が求められているこ
とを理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

ICTや先端技術を使った農業がまだ身近
にないため、感覚的に分かりにくい。ま
た、自分にはまだ手の届かない話だと
思ってしまう。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

日本農業の将来像について、栽培作目、
農作業、技術の習得、消費者との関わり
合い等から考える。そして、そこに先端技
術がどのように活用されているか随時確
認する。

学生の活動

導入 10
ICTやAI、Society5.0、スマート農業など、今後頻繁に使われる言
葉の意味について説明し、今後の話の内容が理解できるようにす
る。

単元名 ICT・スマート農業とは

指導計画

Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の時代において、現在の農業
の課題をどのように解決していくか、その
様々な方法や可能性について理解する。
また、実例を知ることで、具体的なイメージ
を持たせ、理解を深める。単元目標

ICT・スマート農業とはどういうものか、また農業の現状
と今後の農業の方向性について理解する。

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 1
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農業ICTの種類

・農業ICTの使用目的

・農業ICTと農業生産との関連

・現在の農業ICTの活用事例

評価項目・方法

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 2

単元名 ICTを使ってできること

指導計画

現在農業者に使われている主なICTとし
て、センサー、作業記録、カメラ、ドロー
ン、自動運転トラクタ等があることを知り、そ
れらがどのような目的で、どのように使用さ
れているかを理解する。単元目標

生産管理、人件費の削減、作業ミスの軽減、経営の
効率化等が行えることを理解する。

学生の活動

導入 10
農業ICTについて、機器やソフトの種類、使用目的、使用場所、使
用方法等について、その概要を理解しする。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

様々な農業ICTについて、機能と使用目
的について学ぶ。特に何故その機能が必
要なのか、農業生産の目的と関連付けな
がら理解できるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

機器やソフトの種類、使用目的も多様で
あるため、覚えることが増えると混乱する
ことも多くなる。特に農業の生産との関連
付けは専門用語も出てくるため、理解が
低くなる可能性がある。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

それぞれの農業ICTの機器やソフトにつ
いて、その特徴と設置及び使用方法、使
用目的、農業生産との関連について、具
体的な事例も交えながら概略を説明して
いく。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

農業ICTの機器やソフトは種類が多く、また使用目的
も多岐にわたるものもある。それらを詳しく説明すると、
時間が足りず、また理解不足になるため、個々の詳し
い説明は今後のカリキュラムに取り入れることを念頭
に、あくまでも初歩的な内容に留めるようにする。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・種々のエネルギーに関する知識の振り返り

・太陽光発電方式の利点

・現在の先端技術の活用事例

評価項目・方法

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 3

単元名 農業におけるエネルギー基礎Ⅰ

指導計画

現在の農業ICTにおいて、安定した電力の
確保と、太陽光の下で行われる農業と太陽
光発電は親和性が高い。一見異なる分野
に関連性が高いことを理解させる。単元目標

自然エネルギー（太陽熱、大気、地熱等）の有効利用
について理解する

学生の活動

導入 10
身の回りにある利用可能な自然エネルギーについて、どのようなもの
があるか、発問・応答を通じ気付かせる

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

様々な自然エネルギーの内、農業分野で
の利用できるエネルギー形態との関連
性・変換方法について理解させる。例とし
て自然エネルギー＝太陽光エネルギーを
農業で利用する場合、電気エネルギーへ
の変換や、熱エネルギーとしての直接利
用などがある。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

自然エネルギーとして様々な形態があり、
それらを利用する手法も様々ある。エネル
ギー変換については物理・電磁気・熱等
理工系の知識が要求されるため、それら
を平易な説明に理解させる点が難しい。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

今後、農業分野での有効利用で注目さ
れる太陽光発電を中心とした学習にター
ゲットを絞り、基礎Ⅱにおいて太陽光発
電の具体的利用方法の理解の導入として
展開する。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

農業を学習する者にとって、再生可能エネルギーや太
陽光発電など馴染みの薄い言葉が出てくるので、写
真や実物などを通じて理解を深める工夫が必要であ
る。

宿題等



95 

 

コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・太陽光発電のしくみとエネルギー変換効率

・農業による太陽光発電の利用方法

評価項目・方法

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 4

単元名 農業におけるエネルギー基礎Ⅱ

指導計画

現在の農業ICTにおいて、安定した電力の
確保と、太陽光の下で行われる農業と太陽
光発電は親和性が高い。一見異なる分野
に関連性が高いことを理解させる。単元目標

蓄電、被覆素材、耐熱効果等、エネルギーの効率利
用について理解する

学生の活動

導入 10
太陽光発電の利点と農業における可能性・親和性の高さを実例を上
げながら理解させる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

太陽光発電のしくみ、発電効率、売電買
電の現状、利点、今後の課題など理解さ
せる。また、太陽光発電の実際の導入方
法や費用面なども理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

太陽光発電は工学分野が中心になるの
であまり計算などはせず、実例を持って
提示することに努める。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

太陽光発電の利点や可能性を理解さ
せ、どのように利用できるのかなどの手法
を学習する。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

農業を学習する者にとって、再生可能エネルギーや
太陽光発電など馴染みの薄い言葉が出てくるので、
写真や実物などを通じて理解を深める工夫が必要で
ある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農業に利用される技術の仕組みの基礎を理解する。

・クラウド環境を利用し、情報の共有のやり方をおさえる。

評価項目・方法

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 5

単元名 情報技術基礎Ⅰ

指導計画

農業における情報技術との関わりの基礎を
理解する。具体的な事例を用いて、情報の
端末や技術を利用した経営の意義や、市
場調査、生産環境のデータ取得、農業機
械、広告や販売のマネジメントなど全般的
な概要基礎の習得を目指す。

単元目標
農業における具体的な情報技術の活用の方法、携わ
り方について、理解する

学生の活動

導入 10 具体的な例を紹介する中で、動画がデモンストレーションを行う。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

情報技術の幅は広いため、身近にあるも
のや、簡単に取り入れられる部分や効果
が高いモノを優先的に学習する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

情報技術を理解する際に、複数の機能が
盛り込まれているために、ポイントがわか
らなくなってしまう。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり説
明を行う。また、具体的に作業を行い成果
にすることで、利便性を実感してもらう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点 ・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必須 宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・各種センサーの種類や特等をおさえる

・通信の仕組みを種類や特徴をおさえる

評価項目・方法

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 6

単元名 情報技術基礎Ⅱ

指導計画

生産、流通、販売に利用されるセンサーの
仕組みを紹介する。センサーの種類や
データの取得方法、通信方法などの具体
的な製品の事例を紹介する。単元目標

生産～販売までの過程における、センサーをはじめと
する技術の仕組みについて

学生の活動

導入 10 具体的な例を紹介する中で、動画がデモンストレーションを行う。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

情報技術の幅は広いため、身近にあるも
のや、簡単に取り入れられる部分や効果
が高いモノを優先的に学習する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

情報技術を理解する際に、複数の機能
が盛り込まれているために、ポイントがわ
からなくなってしまう。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり説
明を行う。また、具体的に作業を行い成
果にすることで、利便性を実感してもら
う。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境、セン
シングデバイスが必須

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・水稲栽培の概要

・用いられている農業ICTの種類や使用目的

・農業ICT導入により解決・改善された内容

・現在抱えている問題

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

100haを越す大規模稲作経営は、平均経営面積1ha
強の日本ではまだ少数派で、最初から受け入れない
可能性がある。大切なのは規模ではなく、経営者の考
え方や行動の仕方であるので、農業ICTだけでなく、
そこを学べるように留意する。

宿題等

展開 50

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

大規模稲作経営で用いられている農業
ICTの種類と、それらが作業効率や経営
改善に及ぼす効果や問題点について、
実例から理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

農作業の話が出てくるとき、実際に農作
業を体験していないと、専門用語の意味
が理解できなかったり、イメージがわかな
かったりして、理解度が低くなる可能性が
ある。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

大規模稲作経営で用いられている農業
ICTについて、それぞれの機種やソフトご
とに、目的、使用方法、効果を説明する。
その上で、解決や改善できた内容と、課
題について明らかにしていく。

学生の活動

導入 20
水稲について、田植、水管理、病害虫防除、収穫等の基本的な栽
培方法について概略を理解する。

単元名 水田での事例

指導計画

先進的な大規模稲作農家において、導入
されている農業ICTとその活用について、
実例を踏まえてその効果や問題点につい
て理解していく。そして、農家がICTに求め
ているものを把握させる。単元目標

ドローンや自動操舵トラクタ、圃場マップの活用事例
についてその利便性や課題を理解する

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 7
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ドローンで撮影した畑の画像の活用事例

・センサ、気象データを活用した農薬散布事例

評価項目・方法

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 8

単元名 露地での事例

指導計画

露地栽培において、年間を通じたそれぞれ
の作業において、いつ、どのようにドローン
やセンサ、GPSを活用するのか、事例をもと
に認識し、それが経営改善の目的にどう関
連しているのかを理解する。単元目標

センサやドローン等を使い、時間・場所・やるべきこと
を計画して栽培を行う精密農業の事例を学習する。

学生の活動

導入 10
路地栽培において、センシングしたい項目とその活用目的について
どのようなものがあるか、年間の作業を想定しながら考えてみる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

精密農業を行うことで、畑の持っている生
産力を十分に引き出し、経営を向上させ
ることができる。そのためには、センサやド
ローンを使い、データを取得し、それを活
用して時間・場所・やるべきことを正しくす
ることが大切であると理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

ドローン、センサ、GPS等の利用方法だけ
に強い興味や関心がある場合、それを用
いる目的への関心が薄まり、ICTを農業に
用いる本例の目的を見失う可能性がある
ことが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

耕起、播種（定植）、施肥、農薬散布、生
育把握、収穫、整地等の年間を通じた作
業について、それぞれICTを用いた農業
にどのようなものがあるか、国内外の事例
を参考にしながら理解を深めていく。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

ドローンやセンサ、GPS機能のトラクタ等の農業への
活用は、あくまでも経営を向上させる手段であり、目的
ではないので、本末転倒にならないよに留意する必要
がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・イチゴ栽培の概要

・高品質イチゴを生産するための問題点と対策

・農業ICT導入で自分でできること

・地域の人間関係の重要性

評価項目・方法

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 9

単元名 温室での事例

指導計画

温室内で生産量の増加や品質の向上を目
指すためには、温室内の環境を把握し、最
適な状況になるように管理していくことが求
められる。環境管理の項目とその目的につ
いて、事例をもとに理解していく。単元目標

環境データを測定し、温室内の環境を調整していくこ
との大切さや課題を理解する

学生の活動

導入 20
イチゴ栽培について、栽培方法や病害虫防除、温室の管理等の基
本的な栽培方法について概略を理解する。

展開 50

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

高品質な農産物の生産していくための課
題を知り、その対策に農業ICTをどのよう
に活用しているかを具体的な事例から理
解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

イチゴ栽培において、農業関係の専門用
語が出てくるので、その意味を理解しない
と、農業ICTを用いて何をしようとしている
か分からなくなってしまう。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

生産者が目指す高品質なイチゴ生産を
実現するための取組みについて、その重
要ポイントを明らかにする。そして、農業
ICTや機器設置についても、自分ででき
ることがあることも理解する。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

農業ICTは決して大規模で先進的な温室だけで用い
られるものでない。機器の設置など、自分でできる事
は自分で行うことで経費削減になり、多くの農家が導
入可能になることを理解する。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・完全閉鎖型の環境条件

・農業ICTを用いた環境データの測定方法

・栽培品目や購買層の選定

・工場での農作業が生み出す農業の新たな魅力

評価項目・方法

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 10

単元名 植物工場での事例

指導計画

自然状態から完全に隔離され、人工的に
作られた環境の中で、経営を成立させてい
くためにどのような作目をどのような目的で
生産しているかを知り、農業の可能性を広
げていく。単元目標

栽培環境自動制御システムが行われている植物工場
において、環境が品質に及ぼす影響を理解する

学生の活動

導入 10
植物工場が成立した背景と、導入作物や販売先を決めた経緯につ
いて、社会の動きや需要と関連付けながら、その合理性を理解す
る。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

太陽や土壌の無い、自然状態から完全に
隔離された閉鎖環境の中で、どのような
野菜を何のために栽培しているかを理解
すると共に、農業の新たな魅力の誕生に
ついて理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

植物工場では栽培技術は企業秘密であ
り、カリキュラムとしてその内容を含んでい
ない。そのため、特別な成分含有率を
持った野菜を栽培する技術や根拠が不明
となり、理解が進まないことが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

植物工場に必要な基本的条件や、農業
ICTを用いた環境データの測定の仕方を
知る。そして、自然と関連している農作業
のイメージを変える農作業のやり方を理解
する。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

植物工場では、栽培方法は企業秘密の面が多く、そ
こを中心にしてしまうと理解不足で終わってしまう。その
ため、品目や購買層を社会的需要と関連させて選定
する販売計画を中心とし、将来性があることを理解さ
せるりようにする。

宿題等



102 

 

コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ルビーロマンが誕生した背景

・ルビーロマンの特徴

・栽培普及の対策

・成功のポイントと今後の課題

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

熟練者の技術継承に関する学習支援システムを構築
するには、問題点の抽出と、その対策について重要
度による順位付けをして行うことが大切であること、そ
して多くの人の協力が必要であることを理解させる

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

学習支援システムの構築は、どのような
手順で行い、どうシステムを構築していく
のか。また、その時のポイントや課題につ
いて理解する

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

地域特産品に関しては、その性格上、栽
培技術や画像について公表できないもの
もある。そのため、それらはイメージがつ
かみにくい。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ルビーロマンの特徴と、栽培における課
題を把握する。そして、その対策方法に
どうICTが関わっているか、また学習支援
作成の手順や科ポイント、課題について
理解する

学生の活動

導入 10
何故石川県でルビーロマンという高級ブドウが誕生したか、日本ブド
ウ栽培における石川県の状況、そして石川県のブドウ栽培の歴史、
地質等を知る。

単元名 学習支援での事例

指導計画

熟練の農業者の技術を見える化し、学べる
ようにしていくことは、栽培初心者の技術向
上の一助となる。そこで、学習支援システ
ムを構築していくための方法とポイント、そ
して課題について理解を深めていく。単元目標

熟練技術の学習を通し、技術の無い人が短期的・効
率的に技術を向上させるやり方を理解する

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 11
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・花産業を取り巻く状況

・セリシステムにおけるアイデア

・セリシステムの課題

・事業における主体性や人間関係の重要性

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

農業とICTとの融合は、システムを使用する側の「人」
に重点を置いた視点が重要。また、いかにアイデアを
出すか、またそれをシステム側はどうサポートしている
かについて、事例を用いて理解を深めさせる。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

ICTを利用したシステム作りは、アイデア
を出すこと、業者任せにせず主体的に取
り組むこと、ユーザー目線に立つことが大
切な事を理解させる。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

市場の仕組みやセリのやり方、また市場
の用語について馴染みがない。また実際
に市場でセリを見た経験のある者も少な
く、理解が遅れる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

アイデアはICTを使って実現していくこと
ができる。タブレット端末を用いたセリシス
テムを例にとり、アイデアを実現させてい
くには何が課題でそれをどう克服してきた
かを理解させる。

学生の活動

導入 10
花業界は生産、流通、消費が減少傾向にあること、そして、タブレッ
ト端末の普及が新たなビジネスチャンスを生み出している事を理解さ
せる。

単元名 市場での事例

指導計画

縮小方向に向かう花産業の中で、どのよう
な戦略を立て、アイデアを出して行くか、そ
してそれを実現させるためにICTをどのよう
に使えばよいのか、またその時の課題と解
決策について、理解させる単元目標

タブレットを使ったセリシステムを構築することで、在宅
でも競りが行え、利便性が増すことを理解する。

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 12
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・鳥獣害の被害の深刻さ

・現在の対策の限界

・ICTを使った対策の成功事例

・成功するためのポイント

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

ICTの技術のみに目を向けることなく、問題を解決する
ためには周囲との協力体制が必要なことに重点を置
く。つまり、知識だけでなく、人と接し、人間性を高め
ていくことの大切さが分かるように留意する

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

ICTを使った鳥獣害対策は、人間と動物
との知恵比べであり、どれだけ相手（動
物）を知り、効果的な対策を立てるかが重
要である。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

動物の名前や被害の状況を言っても想像
がつかない。また地域との関わり合いが薄
れ、地域住民の苦労を理解することがで
きない

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

現在何が課題で、その解決策の問題点
は何か。また、それを解決するためにICT
がどう活用されるのか。そして、効果を上
げるためにはどうしたらよいのかについて
随時確認する。

学生の活動

導入 10
鳥獣害による被害が深刻であること、鳥獣害の被害が増加した原
因、それに対する主な対策と問題点について理解する。

単元名 鳥獣害対策での事例

指導計画

鳥獣被害が深刻で、その対策が急がれる
一方、山間地域の過疎化や高齢化により、
対策を実行するのに住民の負担が大きく
なっている。そこで、ICTの活用と、その際
の課題について理解する。単元目標

センサーにより、動物の行動が解析でき、より効率的
な防除ができることを理解する

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 13
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・流通・販売における農業ICTの活用

・消費者との繋がりにおける農業ICTの活用

・健康管理における農業ICTの利用

・作業ロボットの活用

評価項目・方法

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 14

単元名 その他の事例

指導計画

農業ICTの中には、生産以外にも流通、販
売、消費者との繋がり、農業者の健康管理
等、様々な機能が含まれる。そこから、アイ
デアを豊かにすることで、農業ICTの活用
の幅が広がることを理解する。単元目標

販売、流通、作業補助、農業用ロボットなどについて
理解する

学生の活動

導入 10
農業生産以外で用いられている農業ICTや作業ロボットについて、
その種類や活用事例の概略について触れる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

農業ICTは今までの知見を見える化する
だけでなく、その機能を知り、アイデアを
活用することで、農業に新たな可能性が
生じることを理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

農業ICTや農業ロボットについて具体的
な事例が少なかったり、活用されてはいる
ものの課題が多かったりする内容につい
ては、今後の発展の様子が見えにくく、
理解しにくいことがある。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

農業ICTや作業ロボットについて、個々
にその機能や使用目的について知り、ど
のように利便性が高まったかを把握する。
そして、新しい技術を更に活かすには、
アイデアを出すことが重要なことを理解す
る。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

農業ICTでできることは、年々増加している。そのた
め、内容については常時取捨選択し、最新の情報を
伝えるように努める。また、アイデアと技術の融合が進
歩に繋がることを理解させる。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農業ICTの導入目的や使用機器・ソフト

・今後導入が増えると思われる農業ICT

・農業ICTを普及させていくためのポイント

・農業関係者に求められる人材像

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

農業ICTを促進していく人材は、ただその専門知識が
あればよいというものではない。農業ICTに過度に偏る
ことなく、五感を用いて農作物や家畜を観る観察力
や、経営能力も求められるので、バランスの取れた人
材育成になるよう留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

農業ICTを導入している生産者について
は、農業ICTの活用状況を、今後農業
ICTを導入する生産者には導入目的を明
確にし、農業ICTの導入を成功させるポイ
ントを理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

農業ICTは導入効果があることは理解で
きるものの、導入コスト、費用対効果等を
考えて導入できないと思ってしまうと、そこ
で思考が止まり、それ以上考えが進まなく
なる恐れがある。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

農業ICTに関するアンケート調査や先進
事例調査の結果等も踏まえ、生産者から
農業ICTに求められている機能と、求めら
れる人材像について理解し、自ら学ばな
ければならない内容について理解する。

学生の活動

導入 10
農業ICTの導入状況について、導入が進んでいる経営形態の特徴
を把握し、農業ICTの導入目的や使用されている機器やソフトにつ
いて理解する。

単元名 まとめ

指導計画

農業ICTの導入状況について現状を把握
し、導入を進めていくためには何が必要な
のかを把握する。そして農業ICTを使って
成功するためのポイントを抑え、農業ICTを
進める人材の要件を理解する。単元目標

ICT技術は、知恵を働かせたり、他人との協力体制を
進めることで、その能力をより発揮できることを理解す
る

回科目名 農業ICT概論 授業回数 第 15
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科目名 センシング技術基礎 学科名   

分類 必修/選択 配当年次・学期   

授業時数 15 単位数   

授業方法 講義＋演習 企業等との連携 〇：該当 

担当教員   
実務経験のある 

教員科目 
〇：該当 

科目概要 
各種センサの設置方法やデータが計測される仕組みについて学ぶと共に、どのように設置

され、稼働しているのかを理解し、メンテナンス方法までを学習する 

到達目標 
(目標検定･資格含む) 

センサやカメラ等を設置し、各種データの計測を行うための仕組みと方法を理解する 

使用教材・教具 

(使用テキスト等) 
開発教材 

成績評価の方法 

・基準 

小テスト・テスト、実習態度、習熟度、学習者のグループ評価等を総合的に判断し評価す

る。 

履修に当たって 

の留意点 

センサの性能を十分に発揮させ、作物の生育に必要なデータが測定できる位置や方法を正

しく理解できるようにする 

また、自分でセンサの組立て・設置・修理ができることが、作業効率や経済性の向上につ

ながることも理解させる 
                                

授業計画 テーマ 内容 

第１回目 農業センシングとは 農業センシングについての概論 

第２回目 センシングをする訳 センシングをする意義とその活用 

第３回目 何を測るか 
物生体計測、圃場環境計測、農作業者計測、センサ情

報融合 

第４回目 センサの仕組み 各種センサの構造とその特徴 

第５回目 
カメラの種類とみるモ

ノ 
目的に応じたカメラの使い分け 

第６回目 
取得したデータの収

集・利活用 
データの関連付けとその活用方法 

第７回目 利活用例 1 果樹りんごの病虫害予測 

第８回目 利活用例 2 トマトのミスト噴霧による高収量化 

第９回目 利活用例 3 自動潅水施肥装置への利用 

第１０回目 データの共通性 WAGRI 農業データ基盤「輪・和 WA」+「AGRI」について 

第１１回目 センシング実習 1 センサ取得から LPWAでクラウドにデータ収集 

第１２回目 センシング実習 2 自分で作るセンサボックス 

第１３回目 センシング実習 3 画像から AIで栽培作物を検知 

第１４回目 センサのメンテナンス センサの寿命、お手入れ、交換の方法 

第１５回目 まとめ センシング基礎講座のまとめ・振り返り 
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・日本農業の問題

・センシングの意味

・センシングで測れるもの

・センシングの主な利活用

評価項目・方法

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 1

単元名 農業センシングとは

指導計画

センシングの基本となる情報の計測は農業
では脈々と手で記録されてきた大切な情
報であり、それが現代ではセンサを用いる
ことでデータベースに簡単に記録され、利
活用しやすくなるものであることを理解させ
る。

単元目標

センシングについての基本的な考え方、測定する項
目とその意味、また取得したデータの利活用方法を学
び、センシングを行う必要性とセンシングに対する興味
を強く持たせる。

学生の活動

導入 10
現在の日本農業が抱えている深刻な問題と、その解決のために大き
な変革が求められている事を知り、センシングを用いたスマート農業
に注目が集まっていることを説明する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

農業におけるセンシングについて、どのよ
うなセンサが使われているか、そして計測
されたデータを利活用し、生育環境を改
善することで収量や病害虫の発生にどの
ような効果が得られるのか理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

センサに関連した通信システムや、コン
ピューターでのシステムに関し、現代用
語や専門用語が出てくる場合もあるので、
その言葉の意味が分からないことで理解
度が落ちることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

現在の日本農業の問題点を認識させ、そ
の解決にセンサを用いることでどのような
効果があるのかについて、センサの種類
や環境制御が及ぼす結果などに触れな
がら、理解を深められるようにする。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

センシングについて基礎的な知識を習得していく最初
の授業である。センサやその利活用について知見が
全く無い学生を想定し、可能な限り映像や実物を使
い、理解を助けることが望ましい。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・篤農家の技術継承の課題

・センシングは一つの技術継承ツール

・土壌センシングの要素

評価項目・方法

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 2

単元名 センシングをする訳

指導計画

日本農業が抱えている問題を理解し、その
解決策としてセンシングが用いられることを
把握させる。そして、土壌センシングで測
定できる要素とその内容、データの持つ意
味、作物の生育との関わりについて、例を
あげることで理解を深められるようにする。

単元目標
センシングをする理由、そして土壌センシングにおけ
るpH〈水素イオン濃度）とEC〈電気伝導度）について
理解する。

学生の活動

導入 10
センシングをすることで何に役立てることができるのか、センシングを
する理由について考えてみる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

篤農家の技術の継承ツールの一つとして
センシングを用いることができる。そこで、
センシングで期待できること、土壌センシ
ングできる要素とセンシングデータの意味
について理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

ECはpHより用語に接する機会が少ない
ことと、その単位がｍｓ/ｃｍ（ミリジーメン
ス毎センチメートル）と把握しにくいこと
で、理解が困難になることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

センシングをしてできることと、それが篤農
家の技術継承にどう用いることができる
か、また土壌センシングができる要素とそ
のデータが持つ意味について、植物の生
育との関係等具体例をあげながら説明し
ていく。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

土壌センシングにおいてECの単位であるms/cmは特
に理解を確認しながら進めると共に、センシングで得ら
れたデータの意味を理解することがより重要であること
を理解させる。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・光合成と蒸散

・まずセンシングする内容と飽差の計算

・光合成の反応

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

飽差は光合成能力を上げるためには必要な考え方で
あり、飽差を使った環境管理は大切なことから、少し時
間がかかっても飽差の意味する内容は理解できるよう
に留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

光合成を促進するためにどのような環境
条件が必要なのかを把握した上で、セン
シングする内容とそこから得られたデータ
を用い、光合成を上げていくためにはどう
したらよいかについて理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

飽差は温度、相対湿度、飽和水蒸気量、
飽和水蒸気圧等の用語が用いられ、それ
ぞれの意味の区別がきちんとできないまま
説明が進むと、理解が困難になることが
考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

光合成に関わる環境要因とそれらの意味
を把握する。そしてセンシングデータから
飽差を算出できるようにし、実際の温室栽
培の実例から植物がどのような状況にある
か、また光合成を上げるためにはどのよう
な管理がなされているかを紹介する。

学生の活動

導入 10
光合成に関わる環境要素を把握し、その増減が光合成にどのような
影響を与えるかについて理解する。

単元名 何を測るか

指導計画

光合成環境を最適化するために、どのよう
な項目をセンシングするかについて把握
し、実際のセンシングデータから飽差を算
出できるようにする。そして、実際の温室内
の環境データから温室内の植物の状況を
知り、どのような管理が必要なのか理解す
る。

単元目標
植物の光合成の仕組みを知り、光合成を促進するた
めに何をセンシングすればよいかを理解する。

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 3
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・温度センサの種類と測定原理、特徴

・CO2センサの種類と測定原理、特徴

・pHセンサの種類と測定原理、特徴

評価項目・方法

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 4

単元名 センサの仕組み

指導計画

センサはデータがコンピュータに転送され
て計測ができるので、まずセンサからコン
ピュータにデータを転送する方法について
学ぶ。そして温度、CO2、pHについて、各
種センサの測定原理や特徴、農業への応
用等について把握し、自分の目的に合った
センサを選択できるようにする。

単元目標
温度、CO2、pHについて、センサの仕組みとセンサの
種類、測定原理や各センサの特徴を理解する。

学生の活動

導入 10
センサは情報を計測するものであるが、センサデータがコンピュー
ターに転送され、それを処理するコンピューターがあって計測される
ものであることを理解する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

農業で用いられるセンサのうち、温度、
CO2、pHについて、センサの種類と測定
原理、特徴等を把握すると共に、実際に
自分が測定する場合、目的に合ったセン
サを選択することができるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

センサの測定原理は温度一つとっても手
法が多岐にわたり、しかも物理的な原理
に基づいている。そのため、それにCO2
やpHの測定原理が加わると更に複雑に
なり、理解が困難になる可能性があること
が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

温度、CO2、pHのそれぞれについて、多
様な測定方法とその原理、特徴が把握で
きるようにすると共に、農業への応用につ
いて紹介し、理解を深める。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
センサの測定原理は物理的な用語も頻繁に出てくるこ
とから、それらの用語の解説も併せて行い、理解不足
にならないように留意する必要がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・カメラセンシングでできそうなこと

・カメラの種類と特徴

・農業での近赤外分光法の利活用

・ドローンリモートセンシングモニタリング

評価項目・方法

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 5

単元名 カメラの種類とみるモノ

指導計画

様々なカメラの特徴や撮影原理を学び、近
赤外分光法の利活用やリモートセンシン
グ、植生指数、マルチ・ハイパースペクトル
カメラ、ドローンリモートセンシングモニタリ
ングについて把握する。そして、カメラで撮
影した画像から様々な情報が読み取れ、
画像認識やＡＩと組み合わせることで、農業
分野で広く利用できることを理解する。

単元目標
カメラの種類と特徴、そして利用の仕方を知り、農業
分野での活用において目的に応じたカメラの使い分
けができるようにする。

学生の活動

導入 10
カメラで撮影した画像データの活用方法として、植物の生長過程を
見る以外の可能性について意見を出させ考察する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

カメラの種類と特徴を知り、農業分野でど
のような利活用されているかを把握すると
共に、自分でカメラセンシングを行う場
合、目的に合ったカメラと手法を選択でき
るようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

カメラには幾つもの種類が存在し、その区
分には撮影する波長が関連する。そして
可視光以外にも近赤外線を用いる場合が
あるため、専門用語が出てきた場合、理
解が困難になることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

カメラのセンシングで可能なことについて
例を上げ、それらで用いられているカメラ
の種類と撮影原理について把握する。そ
して近赤外分光法について特徴を認識
し、農業分野における利活用について理
解する。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
カメラの測定原理は物理的な用語も頻繁に出てくるこ
とから、それらの用語の解説も併せて行い、理解不足
にならないように留意する必要がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・プラットフォームの必要性

・センサデータの利活用事例

・データの共有化

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

センシングの目的はデータを取得することではなく、
利活用することにあるので、どのようにしたら自分の目
的にそった利活用ができるか判断できるように留意す
る。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

センサから取得したデータの利活用につ
いて事例を参考にしながら把握する。そし
てそれが安全で高品質な生産に結びつ
き、農業の課題の解決に役立つだけでな
く、データの共有が産地全体の知的財産
になることを理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

データの蓄積はクラウドへ、分析はＡＩで
と言われたとき、それらは視覚的に把握し
にくいものであるため想像がつきにくく、そ
れらの用語が頻繁に用いられると理解が
困難になる場合が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

データ利活用の段階として、収集、蓄
積、分析、制御で用いられる技術につい
て把握し、センサデータの活用事例を知
る。そしてセンサデータの共有化を推進
するメリットについて理解する。

学生の活動

導入 10
センシングで取得したデータをどうしたら活用できるか、データの蓄
積、分析、制御等について考えていく。

単元名 取得したデータの収集・利活用

指導計画

センサデータの収集、蓄積、分析、制御で
用いられる技術や、農業分野への利活用
について把握する。そしてイチゴを例にセ
ンサデータの利活用事例を紹介し、具体的
なイメージを持たせる。そして、データの共
有化が農業の課題解決だけでなく、ブラン
ド化や海外マーケティングにもつながること
を理解する。

単元目標
今までに学んだセンシングで取得したデータの関連付
けとその活用方法について理解する。

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 6
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農作物の病虫害（黒星病）、課題解決手法

・路地、果樹園での霜発生予測

・他の農産物での病虫害予測

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点

黒星病の発生メカニズムは他のカビに起因する病気
にも当てはまる可能性が大きいため、正しく理解できる
ようにすると共に、応用した考え方もできるように留意
する必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

リンゴの黒星病を例にとり、温度と湿度の
データを利活用することで胞子飛散開始
日を予測できることを認識する。その他、
遅霜の発生や他の農作物での病虫害予
測など、センシングデータが広範囲で利
活用できることを理解する。

□
マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

黒星病はその原因がカビであるが、カビ
の繁殖に用いられる子のうや胞子等の専
門用語の意味を正しく理解していないと、
理解が困難になる場合が考えられる。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

リンゴの黒星病について、原因、被害状
況、対策等について紹介し、胞子飛散開
始日や発病日を予測するやり方を把握す
る。また霜発生予測や他の農産物の病虫
害予測・予防についても併せて理解す
る。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

学生の活動

導入 10
温度や湿度などのデータを取得し、クラウドデータベースに収集した
データを利活用すれば、病気を起こす胞子飛散日や遅霜の予測が
できることを理解する。

単元名 利活用例1（果樹）

指導計画

センサデータは利活用してこそ意味がある
ことを知る。先ずはリンゴの黒星病を例にと
り、黒星病とは何か、品質にどのうような影
響を及ぼし、そう対処しているかについて概
要を把握した上で、黒星病の発生予測を行
う。また、黒星病以外にも農業で利活用で
きる事例について理解する。

単元目標
果樹の中でリンゴを例にとり、温度や湿度のデータを
活用すれば、病虫害予測等に役立てることを理解す
る。

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 7
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・実証農場におけるシステムの要件

・様々なドライミストの種類

・ドライミスト発生に必要なもの

・運用と評価

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点

今回は青森県におけるトマトハウスでの事例である
が、地域や環境が異なれば必要な準備や運用結果も
自ずから異なる。そのため、何を基準に判断すればよ
いか理解できるように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

青森県でのトマトの高収量化の事例か
ら、地域の特徴や課題を正しく把握して
取組むことでＰＤＣＡが上手に回り、より良
い結果へと結びつくことと、何事にも前向
きに取組む気持ちの大切さを理解する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

青森県の実証農場における事例のため、
自分の地域や条件と合わない場合の判
断について、その基準が正しいのか確信
が持てない場合、理解が十分にできない
場合が考えられる。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

実証農場におけるドライミストのシステム
を設置する際の要件と、様々なドライミス
トの種類について学び、実際に運用する
際に必要な機器や水源、ネットワーク、セ
ンサ等の準備を把握した上で、運用と評
価について理解する。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

学生の活動

導入 10
トマトの生理的特性として、高温になると花芽が落下し、着果不良に
なるので、それを防止するための手段としてドライミストの噴霧がある
ことを理解する。

単元名 利活用例2（温室・ドライミスト噴霧）

指導計画

青森県の実証農場で求められるドライミスト
噴霧システムの要件を押さえ、様々なドラ
イミストの種類からどのように一つの種類を
絞り込んだかを把握する。そしてそのシス
テムを稼働させるために必要な準備を把握
すると共に、運用結果についても理解す
る。

単元目標

ハウスでのトマト栽培を例にとり、温度をセンシングし
て高温になるとドライミストを噴霧し、ハウス内の温度を
下げることで、花芽落下防止と収量増加につながる取
組みの考え方を理解する。

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 8
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・光合成と蒸散、潅水、日射、飽差

・センシングを利用した潅水の最適化

・自動潅水で使われるセンサ

・自動潅水のポイントと実際のほ場での潅水

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点

光合成を最適化する環境条件について、温湿度、日
射量、CO2、飽差の要素を正しく把握し、自動潅水は
その条件を維持するために少量多潅水であることを理
解できるように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

センシング技術を利活用し、光合成に最
適な環境を整えていく中で、どのような潅
水が大切なのかを把握し、それを自動化
するためのやり方やセンサ、実際のほ場
での潅水事例について理解する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

手潅水、タイマ潅水、日射比例式・土壌
水分式潅水が、日射量、温度、湿度と光
合成量の変化についてどのような関係が
あるのか、光合成量に関わる要素が多数
あるため、理解が困難になる場合が考え
られる。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

光合成量と蒸散、潅水、日射、飽差の関
係について確認し、潅水の種類について
把握する。そして自動潅水に用いられる
センサについて知り、自動潅水のポイント
や実際のほ場での潅水について把握す
る。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

学生の活動

導入 10
「水やり10年」と言われ、最適な水やりを会得するまで10年かかると
されるが、その技術が1・2年で6・7割できたらどうか考えてみる。

単元名 利活用例3（温室・自動潅水）

指導計画

潅水は光合成量を促進するだけでなく、病
虫害のリスクも低減させる大切なものである
ことを確認する。そして光合成に関係する
環境要因や様々な潅水方法について認識
し、自動潅水に用いられるセンサや自動潅
水のポイント、ほ場での実例について理解
する。

単元目標
温室度、CO2、日射量のセンシングを利用し、光合成
を促進するための自動潅水について理解する。

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 9
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・WAGRIの概略

・今までのデータ連携の現状と課題

・水稲におけるWAGRI導入未来像

・WAGRIの今後の課題と方向性

評価項目・方法

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 10

単元名 データの共通性WAGRI

指導計画

WAGRIとは何か、その誕生の背景や目
的、構造、データ連携の現状と課題、水稲
を例にしたWAGRI導入未来像、社会実装
していく際の課題、今後の方向性につい
て、今後の農業の展開とデータが共有でき
ることの大切さから理解する。

単元目標
農業データ基盤「輪・和WA」+「AGRI」についてス
マート農業の将来像との関連から理解する。

学生の活動

導入 10
WAGRIとは何か、その言葉が意味することと、何故WAGRIが誕生し
たか、その背景について理解する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

農業データ基盤「WAGRI」について、そ
れまでのデータ連携の現状と課題、
WAGRI導入の未来像とそれを社会実装
していく際の課題、今後の方向性につい
て理解する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

農業データの関連について、データや
サービスの相互連携がない、またデータ
の形式が統一されていないという状況か
ら、実際にどのような不都合が生じるのか
実感できない場合、理解が困難になる場
合が考えられる。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

WAGRIの意味、誕生した背景を把握し、
それが今後の日本農業を担うスマート農
業とどのような関係にあるか、そしてデー
タ連携についての現状と課題、今後の方
向性について理解する。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点

WAGRIはデータを活用した農業の将来像を考えて組
織されたものであるため、それらのデータを利用する
大切さや有効性を十分理解できるように留意する必要
がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農業におけるセンサ、IoT

・LPWAの概要

・LPWAの活用事例（ハウス、水田、トラクター等）

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点

LPWAはセンシングだけでなく、トラクターの転倒検知
や鳥獣罠の捕獲検知にも利用され、今後の農業の発
展を支える重要な要素の一つであることが理解できる
ように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

LPWAが農業分野のIoTを推進する上で
必要不可欠な構成要素の一つであること
を把握すると共に、それが実際にどのよう
に使われているか、トマトハウスの環境管
理、水田の水管理、トラクター転倒検知、
鳥獣罠の捕獲検知等の事例から理解す
る。

□
マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

LPWAにはLoRaWAN、Sigfox、LTE-M
をはじめとする様々な種類があるが、通信
エリア、消費電力、コスト等のバランスを
考慮しながら目的の用途に合った通信方
式を実際に選択することが困難になる場
合が考えられる。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

農業分野のIoTを進める上で、LPWAの
必要性を認識させると共に、温室、水田、
トラクター、捕獲検知等の実例からいかに
LPWAが農業の将来像を支える役割を果
たしているかを理解できるようにする。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

学生の活動

導入 10
アナログ計で取得したデータを手作業で記入することからICTを使い
クラウドへ伝送できるようになったが、そこには消費電力が大きい問
題があることを理解する。

単元名 センシング実習1

指導計画

センシングしたデータを利活用する上で、
何故LPWAが重要な役割を担うのかを知る
と共に、LPWAの主な種類と特徴について
把握する。そしてそれらが実際にどのように
用いられているか、温室、水田、トラク
ター、捕獲検知等の実例をもとに理解す
る。

単元目標
センサで取得したデータをLPWA（省電力広域無線技
術）を用いクラウドにデータ収集し活用するセンシング
について理解する。

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 11
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・コンピューターボードやUECSについて

・センサボックス製作に必要な部品と組立て手順

・ソフトウエアの書き込み、設定

・モニタリングやソフトウエアの活用

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点

センサボックスは自分で作れることを実感し、自分で
取組む気持ちを持たせることが大切であるため、可能
な限り理解しやすい言葉を用いて説明すると共に、難
しい作業の時は進捗状況を確認する必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

センサボックスの製作に必要な部品と組
み立て方、ソフトウエアの書き込み、ノー
ドやセンサの設定、モニタリング、ソフトウ
エアの活用等について理解をし、自分で
センシングができるようにする。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

センサ製作に関わる部品や実際の組立
て、ソフトウエアのダウンロード、セット
アップ、ＩＰアドレスの設定など、専門用
語や複雑な操作が続く時は理解が困難
になる場合が考えられる。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

UECSの特徴について認識し、センサ
ボックスの部品と名称を一致させる。そし
て手順に従い組立てた後、センサボック
スのソフトウエアの書き込み、ノード・セン
サの設定を行い、モニタリングが正しくで
きているか確認する。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

学生の活動

導入 10
センサボックスについて、購入する場合と自分で作る場合の長所短
所を比べ、部品を購入すれば自分でも作れる事を理解する。

単元名 センシング実習2

指導計画

自分でセンサボックスを作り、センシングが
行えるようにする。そのために、UECSにつ
いて知り、組立て手順やソフトウエアの設
定・活用方法を把握する。そして今回学ん
だことを応用すれば他の環境条件もセンシ
ングできることを理解する。

単元目標
ユビキタス環境制御システム（UECS）の仕組み製作、
利用方法等を学び、自分でできるセンサボックスの作
り方を理解する。

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 12



120 

 

コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・AIの機械学習と農業への応用

・ほ場カメラでの物体検知

・農業分野におけるAIサービス

・農業分野におけるAI利用のガイドライン

評価項目・方法

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 13

単元名 センシング実習3

指導計画

AIの中の機械学習を用いた画像認識技術
を農業センシングに応用した時にどのような
ことが可能になるかを認識する。そしてそれ
が農業のAIサービスにつながることを把握
する一方で、今後AI実装の権利の所在等
の枠組みを決めていかなければならないこ
とを理解する。

単元目標
画像からAIで栽培作物を検知することで、数の把握、
収穫量の予測などに応用できることを理解する。

学生の活動

導入 10
リンゴ園での機械学習によるリンゴの検知について、高い相関でリン
ゴを検出できることを学び、農業分野で他に何に応用できるか考えて
みる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

AIの中の機械学習と画像認識技術を応
用すれば、農産物の数量、収量、成長等
の予測や病虫害検知等様々なことが可
能になり、農業AIのサービスに発展する
ことが考えられる一方、知的財産の所有
権の考え方を整理する必要があることを
理解する。

□
マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

AIの機械学習の基礎を学ぶときに、それ
用のソフトが複数出てくるが、それらは普
段馴染みの薄いものであるため、それぞ
れのソフトの特徴が区別できないと理解
が困難になる場合が考えられる。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

AIを用いたリンゴの検知が可能であること
を示し、機械学習とは何かについて説明
する。そして農業への応用について考
え、実例を把握する。そしてロボット等へ
の応用を知る一方で、知的財産の所有権
についても整理する必要があることを理解
する。 □

動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点

AIの農業分野における応用は今後も発展していくと考
えられるが、それと並行して知的財産や権利関係の
考え方の整理も行われており、AIの利用は今後の動
向を留意する必要があることを理解する。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・センサの苦手な環境と寿命

・センサで補正が必要な理由

・交換やメンテナンス費用

・センサの正しい設置と補正

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点

センサはメンテナンスが必要であることを認識させると
共に、やり方を覚えれば業者に頼らず自分で安価に
できるようになるので、自ら取組む気持ちを起こさせる
ように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

精密機械であるセンサは定期的に交換し
たり、補正を行うメンテナンスが必要であ
ることを認識する。そして正しいセンサの
設置方法やセンサの補正のやりかたを理
解し、自分でそれらができるようになる。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

CO2センサの補正ではプログラムをインス
トールすると英語のソフトウエアが立ち上
がる。それらの作業についてテキストで
チェック項目の画像を用いてやり方を逐
一示しているが、英語の苦手意識の強い
学生には他の人と同じ速さで作業できな
い可能性がある。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

センサには寿命があることや、センサから
出力されたデータの値は実際の値と異な
る可能性があることを知り、メンテナンスの
重要性を認識する。そして自分でセンサ
の交換や補正ができるよう、そのやりかた
を理解する。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

学生の活動

導入 10
センサは精密部品であるため、使用し続ければ劣化し故障するが、
それがほ場や温室等センサにとって過酷な環境下では起こりやすい
ことを理解する。

単元名 センサのメンテナンス

指導計画

センサには寿命があり、出力するデータも
経時変化し補正が必要になることを認識さ
せる。そしてセンサは利用者が簡単に購
入・交換できることを知り、土壌センサと日
射センサを例にとり正しい設置方法を、また
CO２センサを例にとり補正方法を理解す
る。

単元目標
センサはメンテナンスが必要なことを理解し、定期的
な補正や故障した時の交換も行えるようにする。

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 14



122 

 

コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・前回までの振返り

・農業の課題とスマート農業の中のセンシング

評価項目・方法

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 15

単元名 まとめ

指導計画

14回にわたりセンシングについて学習して
きたことをセンシングの基礎、センサ利活用
事例、実際のセンサ機器を用いてセンシン
グ、センサ・メンテナンスに大別して振返
り、それが日本農業の課題解決や持続可
能な生産と消費に貢献できることを理解し、
農業やセンシングに興味を持つ人材を育
成する。

単元目標
センシング基礎講座で学習したことを振返り、その内
容をまとめる。

学生の活動

導入 10
14回にわたり学習してきた単元を振返り、何を学んできたかその流
れを理解する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

センシングについて学ぶことで、高齢化
や担い手不足、技術伝承等の日本農業
の抱える問題と向き合い、スマート農業の
推進を通して持続可能な生産と消費に貢
献できる農業に発展できるようにする。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

日本農業の発展は世界農業の流れと無
関係でいられないが、国連のSDGs（持続
可能な開発目標）の目標12については
わかりやすい言葉で説明を行わないと、
理解が困難になる場合が考えられる。

□
質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

センサ・センシングの基礎（1～6回）、セ
ンシング利活用事例（7～9回）、実際の
センシング機器を用いてセンシング（11～
13回）、メンテナンス（14回）に大別し内
容をまとめ、日本農業の課題解決や今後
の農業の発展につながることを理解する。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に学
習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点

農業でセンシングをすることは農業経営向上に役立つ
有効なものであることを認識し、農業やセンシングに取
組みたいと思う気持ちを強く持つ人材が養成できるよう
に留意する。

宿題等
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科目名 ドローン基礎 学科名   

分類 必修/選択 配当年次・学期   

授業時数 15 単位数   

授業方法 講義及び実習 企業等との連携 〇：該当 

担当教員   
実務経験のある 

教員科目 
〇：該当 

科目概要 
講義と演習・実習をとおして、ドローンの定義・種類等や関係法令、操作方法、空撮方

法、カメラ等の使用によって得られるデータの種類を学習する 

到達目標 
(目標検定･資格含む) 

ドローンを安全、適切かつ効果的に使用・管理をするための法令や知識を身につけ、ドロ

ーンを使ってできることを知る 

使用教材・教具 

(使用テキスト等) 
既存テキスト 

成績評価の方法 

・基準 

小テスト・テスト、実習態度、習熟度、学習者のグループ評価等を総合的に判断し評価す

る。 

履修に当たって 

の留意点 

先進的な事例により、利用にあっては、法律の変更もあり、内容の変更が出てくる分野で

ある。また、技術進歩によって、様々な形式や機能が追加され、農業分野においても、生

産や管理、流通や工法といった様々な分野での活用が期待され、基本的な仕組みや、現場

における課題点や仕組みを捉える必要がある。 

                                

授業計画 テーマ 内容 

第１回目 ドローン概論 
歴史と種類を中心に、定義と種類、構造と原理、活用

事例の知識を習得する。 

第２回目 安全性の確保 
安全性の確保について、留意する事項の概論を習得す

る。 

第３回目 安全性の確保 
安全性の確保の具体的な点検項目などの方法を理解す

る。 

第４回目 法規関連（概論） 法規関連に関し概論を理解する。 

第５回目 法規関連（実務) 
法規関連に関し、航行上で必要となる各書類と 

届出先の理解と記載方法を理解、習得する。 

第６回目 航行操作の概論 動画等を利用し、航行操作概要を理解する。 

第７回目 航行操作 1 
エミュレータを利用し、基本操作（離陸、上下左右前

後の移動、着陸）を習得する。 

第８回目 航行操作 2 エミュレータを利用し、基本操作を習得する。 

第９回目 航行操作 3 
機体の電源 ONから離陸、基本操作（垂直移動）、着

陸、電源 OFFを習得する。 

第１０回目 航行操作 4 基本操作（水平移動）習得する。 

第１１回目 航行操作 5 基本操作（水平移動：円・８の字）習得する。 

第１２回目 航行操作 6 基本操作の練習 

第１３回目 ドローンの活用方法 空撮と取得データ活用方法の概要を習得する。 

第１４回目 ドローンの活用方法 デジタル映像表現の概要を習得する。 

第１５回目 ドローンの活用方法 映像編集の概要を習得する。 
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 1

単元名 ドローン概論

指導計画

ドローンの歴史を振り返り、種別や技術的
な要素の特性を理解し習得を講義を行い
う。また、 現状や、将来的に変化する様々
な要因も考慮する中で、用途の可能性、
安全性の確保も事例を交えつつ理解し習
得を目指す。

単元目標
活用事例、定義と種類、構造や原理の基礎を理解す
る。

学生の活動

導入 10
現状の生活の中で触れている事例を冒頭に、体系的に学習すべき
事項に関して、専門的な言葉と理解が進む様、一般的な例え等を
用い講義を進める。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ドローンを取り巻く多角的な視点での概要
は、安全運行を実施するための知識であ
り、これを正確に知識として理解と習得を
行う。

□
マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

一般的に取得できる情報が散在し、多岐
に わたるため、必要となる知識を学習し
にくい。 □

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

現時点の必要となる知識範囲を明確に
し、体系的に理解を進める。
質疑応答や確認テストなどを行い認識度
を随時確認する。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・ドローンの歴史 ・成功活用例 ・失敗活用例 ・ドローン市場 ・データの活用
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 2

単元名 安全性の確保

指導計画
安全性の確保、リスクアセスメントの実施、
安全方策の実施、関係者の役割等につい
て理解し、習得を目指す。

単元目標
永続的に安全な利用が行える知識分野と情報入手を
できるようにする。

学生の活動

導入 10
過去の事例などを交えた話を用い、様々な安全性の要因を質疑形
式で問いながら進める。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

安全性を確保するために航行に対するリ
スクとなる要因を理解し、法務や、安全技
術（ジオフェンス、自動帰還）、無線の干
渉や混信など

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

機体、操作機器の特性や形状も異なる。
また、専門的な深い知識も必要となる為、
有識者を確保することが難しい。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

自分や他者の声明を尊重することを念頭
に、事故の原因になり得る要因につい
て、聞き流しではなく、質疑応答を入れ、
行動規範を考えるような投げかけを行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・法規 ・機体、操作機器 ・安全確保のための技術
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 3

単元名 安全性の確保

指導計画

安全性の確保、リスクアセスメントの実施、
安全方策の実施、関係者の役割等につい
て、具体的な事例を交えつつ理解し習得
を目指す。単元目標

具体的な事例を用い、安全な利用が行えるようにす
る。

学生の活動

導入 10
過去の事例、環境条件などを提示し、安全性の確保を脅かす要因
を明示する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

機体の衝突や落下、プロペラの人や物へ
の接触。バッテリートラブル圃場内や圃
場外への投下物や飛散についての配慮
が必要となる。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

機体、操作機器の特性や形状も異なる。
また、専門的な深い知識も必要となる為、
有識者を確保することが難しい。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

具体的な項目に落とし込み、チェック
シートなどで重点項目をチェック確認をし
ながら進める。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・事例 ・環境条件 ・具体的な点検項目



127 

 

コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 4

単元名 法規関連（概論）

指導計画
航空法や改定航空法、および、航空法以
外の規則も含め概要を理解し習得を目指
す。

単元目標
法規関連に関し、現行法や今後の改定法などの情報
の入手方法について理解する。

学生の活動

導入 10

法規による、機体の構造や制御上の分類、飛行環境による条件の
制約などの規制だけでななく、夜間飛行や、危険物輸送、物件投
下などの有効な利用に関しての承認申請に関しての正しい知識に
ついての理解を促す。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

安全を確保するための法規関連であり、
周囲への大きな影響をもつ。物理的な影
響だけにとどまらず、目視確認の難しい
無線などの電波干渉や混線など、多岐に
影響範囲が及び、安全性の確保におい
て、潜在的なリスクもまだまだ潜んでいる
ことを理解する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

関連法規は、まだ日が浅いため、トラブル
や改定など、日進月歩で法の整備がなさ
れ、まだまだ、認知も広く行き届いていて
いない現状にある。海外の事例や、発展
的な利用におけるリスクも交え考える必要
がある。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

具体的な事例に合わせ、模擬フライトに
対する申請を用意し、差分を図り正しい作
成や申請が行えるか実務実技を交えなが
ら行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・航空法 ・改定航空法 ・条例 ・正確な情報の入手先
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 5

単元名 法規関連（実務）

指導計画
複数の模擬フライトを想定し、航行上で必
要となる各種の書類や届出などを理解し、
作成、申請できることを目指す。単元目標

航行上に必要となる申請などを把握し、事務的な手
続きが行えるようにする。

学生の活動

導入 10
個別と包括申請の違いや、無人航空機の点検・整備、飛行させる者
の訓練及び遵守事項、安全を確保するために必要な体制、マニュ
アルに違反した場合など具体的な項目など理解と実務を行う。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

安全を確保するための法規関連であり、
周囲への大きな影響をもつ。物理的な影
響だけにとどまらず、目視確認の難しい
無線などの電波干渉や混線など、多岐に
影響範囲が及び、安全性の確保におい
て、潜在的なリスクもまだまだ潜んでいる
ことを理解する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

関連法規はまだ日が浅いため、トラブル
や改定など、日進月歩で法の整備がなさ
れ、まだまだ、認知も広く行き届いていて
いない現状にある。海外の事例や、発展
的な利用におけるリスクも交え考える必要
がある。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

具体的な過去の事故などを参考とし、模
擬フライトに対する申請を用意し、差分を
図り正しい作成や申請が行えるか実務実
技を交えながら行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・申請前 ・申請後 ・申請と認証 ・具体的な記載方法

 



129 

 

コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 6

単元名 航行操作の概論

指導計画
手動操縦、運転支援操作について、動画
等で航行操作の概要を理解し、習得を目
指す。

単元目標 構造の理解とともに航行操作の概要を理解する。

学生の活動

導入 10 運航操作の基本操作知識を動画を交え、イメージできるように促す。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

基本的な利用構造や、操縦方法。また、
ファームウェアアップデートが行われたと
きなどの新規機能の追加や変更点などを
しっかりと把握し、安全性を確保した航行
ができるように理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

安全性確保、ベテラン人材の確保、様々
な環境下においた航行等、全ての条件を
整えた上で学習することが困難である。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

操縦練習の際には、十分な経験を有する
者の監督の下に行うものとし、安全性の十
分な確保を念頭に反復練習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・操作の概要理解
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 7

単元名 航行操作1

指導計画 機体構造、航行操作について理解し、習
得を目指す。

単元目標 構造の理解とともに航行操作を理解し実習する。

学生の活動

導入 10
運航操作の基本操作をエミュレーターを使うことで実践的に理解し
習得を促す。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

基本的な利用構造や、操縦方法。また、
ファームウェアアップデートが行われたと
きなどの新規機能の追加や変更点などを
しっかりと把握し、安全性を確保した航行
ができるように理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

実機の場合、自然環境で航行する為、予
期せぬトラブル等を体験することが困難で
ある。エミュレータであれば、意図的に類
似した環境条件を誘発することができ、良
い経験となる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

操縦練習の際には、十分な経験を有する
者の監督の下に行うものとし、安全性の十
分な確保を念頭に反復練習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・基本操作
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 8

単元名 航行操作2

指導計画 機体構造、航行操作について理解し、習
得を目指す。

単元目標 構造の理解とともに航行操作を理解し実習する。

学生の活動

導入 10
運航操作の基本操作をエミュレーターを使うことで実践的に理解し
習得を促す。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

プロポの操作に慣れるため、操作が容易
と思えるようになるまで繰り返し操縦練習
を実施する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

実機の場合、自然環境で航行する為、予
期せぬトラブル等を体験することが困難で
ある。エミュレータであれば、意図的に類
似した環境条件を誘発することができ、良
い経験となる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

操縦練習の際には、十分な経験を有する
者の監督の下に行うものとし、安全性の十
分な確保を念頭に反復練習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・基本操作
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 9

単元名 航行操作3

指導計画 機体構造、航行操作について理解し、習
得を目指す。

単元目標 構造の理解とともに航行操作を理解し実習する。

学生の活動

導入 10
運航操作の基本操作をエミュレーターを使うことで実践的に理解し
習得を促す。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

プロポの操作に慣れるため、操作が容易
と思えるようになるまで繰り返し操縦練習
を実施する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

実機の場合、自然環境で航行する為、予
期せぬトラブル等を体験することが困難で
ある。エミュレータであれば、意図的に類
似した環境条件を誘発することができ、良
い経験となる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

操縦練習の際には、十分な経験を有する
者の監督の下に行うものとし、安全性の十
分な確保を念頭に反復練習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・基本操作
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 10

単元名 航行操作4

指導計画 機体構造、航行操作について理解し、習
得を目指す。

単元目標 構造の理解とともに航行操作を理解し実習する。

学生の活動

導入 10
運航操作の基本操作をエミュレーターを使うことで実践的に理解し
習得を促す。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

プロポの操作に慣れるため、操作が容易
と思えるようになるまで繰り返し操縦練習
を実施する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

実機の場合、自然環境で航行する為、予
期せぬトラブル等を体験することが困難で
ある。エミュレータであれば、意図的に類
似した環境条件を誘発することができ、良
い経験となる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

操縦練習の際には、十分な経験を有する
者の監督の下に行うものとし、安全性の十
分な確保を念頭に反復練習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・基本操作
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 11

単元名 航行操作5

指導計画 機体構造、航行操作について理解し、習
得を目指す。

単元目標 構造の理解とともに航行操作を理解し実習する。

学生の活動

導入 10
運航操作の基本操作をエミュレーターを使うことで実践的に理解し
習得を促す。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

プロポの操作に慣れるため、操作が容易
と思えるようになるまで繰り返し操縦練習
を実施する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

実機の場合、自然環境で航行する為、予
期せぬトラブル等を体験することが困難で
ある。エミュレータであれば、意図的に類
似した環境条件を誘発することができ、良
い経験となる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

操縦練習の際には、十分な経験を有する
者の監督の下に行うものとし、安全性の十
分な確保を念頭に反復練習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・基本操作
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 12

単元名 航行操作6

指導計画 機体構造、航行操作の総合演習を行い習
得を目指す。

単元目標 構造の理解とともに航行操作を理解し実習する。

学生の活動

導入 10
運航操作の基本操作をエミュレーターを使うことで実践的に理解し
習得を促す。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

プロポの操作に慣れるため、操作が容易
と思えるようになるまで繰り返し操縦練習
を実施する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

実機の場合、自然環境で航行する為、予
期せぬトラブル等を体験することが困難で
ある。エミュレータであれば、意図的に類
似した環境条件を誘発することができ、良
い経験となる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

操縦練習の際には、十分な経験を有する
者の監督の下に行うものとし、安全性の十
分な確保を念頭に反復練習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・基本操作 ・反復練習
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 13

単元名 ドローンの活用方法

指導計画

SIPにおけるスマート農業の実現に向けた
ドローンの活用について。
空撮における機材やソフトウェア、各種映
像のフォーマットについて、
について理解し、習得を目指す。単元目標

空撮による、映像の活用について用途、工程の概要
を理解する。

学生の活動

導入 10
日常的な可視光だけでなく、情報技術を利用した非可視光も含めた
データの取得と活用方法を理解できるような導入とする。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

・空撮によるビジネスと様々な活用方法
や応用利用の可能性について
・制作写真測量による植生図の作成や、
作物の生育診断分析

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

空中三角測量や標定、図化、オルソ図に
ついての知識を始め、正規化植生指数を
計測するためのリモートセンシング（RGB,
マルチスペクトル,ハイパースペクトルカメ
ラ、レーザー）などの専門的な知識であり
理解が困難である。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

コンテンツの撮影の計画と用途を明確に
し、思った通りの映像などのデータを取得
できるかを検証する中で、可能な限り、深
い概要を理解させる。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・データ取得の為の技法 ・データの有効性 ・データ活用の方法
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 14

単元名 ドローンの活用方法

指導計画
映像表現において、について理解し、習
得を目指す。

単元目標
映像表現におけるデータフォーマットや手法などの概
要を捉え、適材適所にデータを加工する技法を理解
し実習する。

学生の活動

導入 10
日常的に利用されている事例をを用い、映像表現に関わる情報技
術の理解を促す。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

編集後のコンテンツデータのユーザエク
スペリエンスなどを考慮し、自身の自己満
足に止まらぬようにしなければならない。
また、QCDなどを考える必要がある。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

コンテンツの見せ方に関し、流行り等もあ
り、編集物の利用率の費用対効果が捉え
ずらい。流行に関しては、日常的に広い
情報収集と不変的な考え方を見分け理
解することが困難である。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

コンテンツの撮影の計画と用途を明確に
し、思った通りの映像などのデータを取得
できるかを検証する中で、可能な限り、深
い概要を理解させる。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・データフォーマットについて ・映像編集の機材とソフトウェア ・映像編集の手法 ・作品に対する他者の評価とは
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

評価項目・方法

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 15

単元名 ドローンの活用方法

指導計画

映像データの種別、編集における技法と、
カットやシーン、演出を理解し、販売促進
につながるようなPR動画の作成を行う。
また、音声データの編集の技法の概要に
ついて理解し、習得を目指す。単元目標 具体的なデータを利用し、編集を行う。

学生の活動

導入 10
機材やソフトウェアなどのリソースを用いて、映像の収録から編集、
他者評価までを学習とすることで、自身の

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

各作業工程におけるスムーズな作業やト
ラブル、解決方法などを時間軸に載せて
編集し、閲覧者の満足度を常に意識し、
ターゲットに合わせた費用対効果の高い
コンテンツ制作の概要を理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

映像作品における、必要な機材、ソフト
ウェア、コンテンツデータの扱い、各作業
工程におけるワークフローの概要、具体
的な映像の編集技法など複雑な専門的
な知識であるため理解が困難である。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

コンテンツの撮影の計画と用途を明確に
し、思った通りの映像などのデータを取得
できるかを検証する中で、可能な限り、深
い概要を理解させる。

課題をテキストや電子機器を用い、学習す
る。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、
知識として理解している事

留意点

初回の講義でもあるため、安全な航行が出来る正しい
知識と技術の基礎であることに重点を置く。 つまり、
意思伝達や判断が正確に行える様になることに留意
する。

宿題等

・作業工程の課題や解決方法 ・編集ソフトの活用方法
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科目名 ドローン応用・活用 学科名   

分類 必修/選択 配当年次・学期   

授業時数 15 単位数   

授業方法 講義＋演習 企業等との連携 〇：該当 

担当教員   
実務経験のある 

教員科目 
〇：該当 

科目概要 

農業分野でドローンが普及する背景や法律による規制を知り、ドローンにより撮影された

データの解析や、それにより得られたデータの活用方法、ドローンによる運搬・散布等の

方法を習得する 

到達目標 
(目標検定･資格含む) 

ドローンの農業利用についてデータの取り方や運搬・散布の仕方を知り、実際の農業経営

に活用できるように操縦方法まで習得する 

使用教材・教具 

(使用テキスト等) 
開発教材 

成績評価の方法 

・基準 

小テスト・テスト、実習態度、習熟度、学習者のグループ評価等を総合的に判断し評価す

る。 

履修に当たって 

の留意点 

先進的な事例により、利用にあっては、法律の変更もあり、内容の変更が出てくる分野で

ある。また、技術進歩によって、様々な形式や機能が追加され、農業分野においても、生

産や管理、流通や工法といった様々な分野での活用が期待され、基本的な仕組みや、現場

における課題点や仕組みを捉える必要がある。 
                                

授業計画 テーマ 内容 

第１回目 ドローン普及の現状 農業分野でドローンが普及する背景と課題 

第２回目 ドローン活用分野 
ドローン普及に期待する分野 農業、測量、災害救

助、防災活動 

第３回目 
農業分野での法規制と

ガイドライン① 

航空法の規制と農水省が定めるガイドライン、地域ご

とのルール 

第４回目 
農業分野での法規制と

ガイドライン② 

航空法の規制と農水省が定めるガイドライン、地域ご

とのルール 

第５回目 
農業における使われ方

① 

ドローンと IoTデバイス活用によるほ場調査事例 精

密農業、ほ場センシング 

第６回目 
農業における使われ方

② 
ほ場見回り（画像による気づき） 

第７回目 
農業における使われ方

③ 
ナレッジデータベースと鳥獣害対策 

第８回目 
ドローンによる情報可

視化 
高精細カメラ撮影によるデータ分析の傾向と特徴 

第９回目 
ドローンによる農薬散

布 
農薬の剤型とその特性、落下分散状況の調べ方 

第１０回目 
飛行実習（ドローンに

よる農薬散布の方法） 
ドローンの積載能力、散布作業の基本 

第１１回目 
飛行実習（ドローンに

よる農薬散布の方法） 
散布飛行で注意する場所、散布区域の確認と標識 

第１２回目 
飛行実習（ドローンに

よる農薬散布の方法） 
ナビゲーターとの連携、事前確認 

第１３回目 
飛行実習（ドローンに

よる農薬散布の方法） 
ドローン機体等の安全対策、点検事項 

第１４回目 
飛行実習（ドローンに

よる農薬散布の方法） 

具体的なトラブル防止対策、安全チェック票（オペレ

ーター用） 

第１５回目 
飛行実習（ドローンに

よる農薬散布の方法） 

農薬使用チェック票、ドローン「安全チェック票」

（実施団体・実施主体用） 
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ドローン普及黎明期

・ドローン普及成長期

・ドローン普及までの背景

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
機体に使われている部品、搭載されているソフトな
ど、専門用語が出てくる時があるので、その時の理解
度を把握するよう留意する必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ドローンが普及した背景について、機体
の性能、操作性、各種機能の発達、低コ
スト化、情報共有の面から理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

機種や機器、機能等に関する専門用語
が出てきた時、その内容を十分に理解で
きなかった場合、理解が困難になることが
考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ドローンが登場してきた時からの時代を追
いながら、年代の変遷とドローンの進化に
ついて説明する。

学生の活動

導入 10
ドローンが世界で初めて登場した時代背景やその時の状況につい
て説明し、興味や関心を引き起こす。

単元名 ドローン普及の現状

指導計画

ドローンの普及した背景について、年代ご
とにその発展の様子をとらえ、利便性がど
のように進化してきたかを理解すると共に、
現在の課題について把握する。単元目標

農業分野でドローンが普及する背景と課題について
理解する。

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 1
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農業分野での応用

・測量での応用

・防災救助・防災活動での応用

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

ドローンを様々な場面で用いる事例を説明する場合、
ドローンを用いる目的、ドローンに求める機能、得られ
たデータの解析方法等を結び付けるように留意する必
要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ドローンの機体、機材、カメラが高性能に
なり、様々な分野で活躍が期待されてい
ることを理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

航空写真、決壊河川の被害写真、避難
者の夜間救助訓練の写真等をみた時に、
写真に写っているものの判読ができないと
理解が困難になることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ドローン活用について、測量での応用、
災害時の防災活動等の応用について事
例を取り上げて説明する。

学生の活動

導入 10
前回を振り返り、様々な産業や場面で何故ドローンが活用されるよう
になったのかを考えてみる。

単元名 ドローン活用分野

指導計画

ドローンの様々な分野への活用について、
農業だけでなく、測量や災害救助、防災活
動などの事例から把握し、その有用性を認
識すると共に、今後も各種機材やソフトの
発展により更に応用できる可能性が高まる
ことを理解する。

単元目標
ドローン普及に期待する分野の中で、測量、災害救
助、防災活動におけるドローンの活用状況について
理解する。

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 2
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・無人航空機の飛行に係る法律

・改正航空法の概要

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
様々な法令が出てくるので、理解度を高めるため、一
つの法令の内容を理解したかを確認してから次の法
令に進むように留意することが望ましい。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ドローンを操縦したり、農業に活用する際
に必要な法令について把握し、許可申請
が必要となる場合でもその申請先や申請
手順について理解できるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

様々な法令が出てくるので、ドローンの飛
行がどの法令に関係するかを整理できな
いと、混乱して理解が進まないことが考え
られる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ドローンを飛行させるのに法律を順守しな
ければならないことを徹底させ、ドローン
に係るそれぞれの法律について、一つず
つその概要を説明していく。

学生の活動

導入 10
ドローンを飛行させるのに、許可が必要になるのはどのような場合
か、また許可申請はどこに出したらよいのかについて考えてみる。

単元名 農業分野での法規制とガイドライン①

指導計画

ドローンを操縦するのに必要な法令を認識
し、それを遵守して操縦することの必要性と
大切さを理解する。そして安全・安心に心
がけてドローンを飛ばせるようにする。また
ドローンの飛行について申請が必要な場
合には、申請書の作成・提出ができるように
する。

単元目標
航空法の規制と農水省が定めるガイドライン、地域ごと
のルールについて理解する。

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 3
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ガイドラインの概要

・農業における飛行申請の概要

・安全ガイドライン

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
様々な法令が出てくるので、理解度を高めるため、一
つの法令の内容を理解したかを確認してから次の法
令に進むように留意することが望ましい。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

特に農業分野においてドローンを操縦し
たり、農業に活用する際に必要な法令に
ついて把握し、許可申請が必要となる場
合でもその申請先や申請手順について
理解できるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

様々な法令が出てくるので、ドローンの飛
行がどの法令に関係するかを整理できな
いと、混乱して理解が進まないことが考え
られる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ドローンを飛行させるのに法律を順守しな
ければならないことを徹底させ、ドローン
に係るそれぞれの法律について、一つず
つその概要を説明していく。

学生の活動

導入 10
前回を振り返り、ドローンを飛行に関係する法令とその内容について
確認をする。

単元名 農業分野での法規制とガイドライン②

指導計画

特に農業分野でドローンを操縦するのに必
要な法令を認識し、それを遵守して操縦す
ることの必要性と大切さを理解する。そして
安全・安心に心がけてドローンを飛ばせる
ようにする。またドローンの飛行について必
要な申請書の作成・提出ができるようにす
る。

単元目標
航空法の規制と農水省が定めるガイドライン、地域ごと
のルールについて理解する。

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 4
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・センシング事情、センサーノード通信事情

・空撮動画、撮影画像による生育確認

・空撮動画からの計測

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
ドローンで撮影した画像から様々状況を判断していく
のに、農家の目が一番確実と言われるので、画像から
現状を読み取る力がつくように留意する必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

農業におけるセンシングが進む中で、ド
ローンを使い空撮を行うことで、どのような
データが得られるか、またそれによりどの
ような気づきが得られるか等について理
解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

空撮動画からほ場全体の高低差の情報
を取得し、それを可高度差で色分けして
視化した時に、物事を立体的に捉える経
験が少ない場合、理解しにくくなる可能性
が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

センシング事情やセンサーノード通信事
情について把握し、ドローンにより実際に
空撮された画像からどのようなことが確認
され、また計測されるかについて説明して
いく。

学生の活動

導入 10
農業を行っていくのに必要な情報のうち、センシングにより得られる
データにはどのようなものがあるか考えてみる。

単元名 農業における使われ方①

指導計画

農業においてドローンによって撮影された
データがどのように利用されるかについて、
事例を取り上げながらその状況を把握す
る。そしてその利便性や有用性について認
識すると共に、農業の基礎知識も深めてい
く。

単元目標
ドローンとIoTデバイス活用によるほ場調査事例として
精密農業やほ場センシングを理解する。

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 5
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・画像による気づき（野菜、花卉、果樹、畜産）

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
ドローンで撮影した画像から様々状況を判断していく
のに、農家の目が一番確実と言われるので、画像から
現状を読み取る力がつくように留意する必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ドローンにより撮影された画像からどのよ
うなことに気づくことができるか、野菜、花
卉、果樹、畜産の農家から寄せられた相
談を事例として活用状況を理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

画像の判読について、見れば分かる人も
いれば、説明をしてもらわないと分からな
い人もいるので、特に後者は説明が不足
すると理解が困難になることが考えられ
る。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

実際に農家から相談を受け、ドローンによ
り撮影されたキャベツ畑、露地キク畑、養
鶏農場、ワインブドウ畑から、どのようなこ
とが気づくのか考えて行く。

学生の活動

導入 10
ドローンで撮影し、画像として確認したい情報として、どのようなもの
があるか業種別に考えてみる。

単元名 農業における使われ方②

指導計画

農業においてドローンによって撮影された
データがどのように利用されるかについて、
事例を取り上げながらその状況を把握す
る。そしてその利便性や有用性について認
識すると共に、農業の基礎知識も深めてい
く。

単元目標
ほ場見回りをドローンを用いて行うことで、画像による
気づきがあることを理解する。

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 6
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ナレッジデータベースの構築

・ドローンの鳥獣害対策への応用

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

ドローンもセンサーの一つであり、上手に使えば経営
改善の向上に役立つ道具の一つであることを認識す
ると共に、データを蓄積することの重要性を理解できる
ように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

今まで培ってきたナレッジをデータベース
化するのに、ドローンで取得したデータが
どのように利用されるかを認識すると共
に、ドローンを使った鳥獣害対策の方法
についても理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

ナレッジデーターベース構築は、クラウド
やデーターベース等、目に見えないもの
を取り上げて説明をし、コンピューター用
語も用いられるので、それらを十分に把握
していない場合、理解が困難になることが
考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ナレッジデータベースの構築について、
情報入力、分析、情報表示やその利用に
ついて認識する。また鳥獣害対策では、
ドローンのオートパイロットを用いた対策
について理解する。

学生の活動

導入 10
農作業に伴い、どのようなデータを蓄積することができるか、またその
データがどのように利用することができるか考えてみる。

単元名 農業における使われ方③

指導計画

農業においてドローンによって撮影された
データがどのように利用されるかについて、
事例を取り上げながらその状況を把握す
る。そしてその利便性や有用性について認
識すると共に、農業の基礎知識も深めてい
く。

単元目標
ナレッジデータベースの構築とドローンを用いた鳥獣
害対策の方法について理解する。

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 7
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ほ場を普通のカメラで撮影した写真

・ほ場の赤外線写真

・ほ場のマルチスペクトル写真

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
航空写真は拡大したり、目に見えない波長で撮影し
たりすると、より多くの情報を与えてくれるので、その判
読の仕方が理解できるように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ドローンを使い、通常のカメラ、赤外線カ
メラ、マルチスペクトルカメラにより撮影し
た画像について、それぞれどのような特
徴があるか、またそこから行える分析内容
等について理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

赤外線写真やマルチスペクトルカメラの
原理では光の波長について説明が行わ
れるが、それらが意味するところが分から
ない場合、理解が困難になる場合があ
る。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ドローンを使って撮影した画像（普通のカ
メラ、赤外線カメラ、マルチスペクトルカメ
ラにより撮影）を見ながら、そこから得られ
る情報、メリット、デメリットについて考察
していく。

学生の活動

導入 10
水田を上空50ｍの位置から撮影した写真について、得られる情報の
種類について、どのようなものがあるか考えてみる。

単元名 ドローンによる情報可視化①

指導計画

ドローンに普通のカメラだけでなく、赤外線
カメラやマルチスペクトルカメラを搭載する
ことで、人間の目では捉える事のできない
内容まで可視化することができ、それに各
種データを重ね合わせることで、生育状況
に応じた管理ができることを理解する。

単元目標
高精細カメラ撮影によるデータ分析の傾向と特徴につ
いて理解する。

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 8
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ドローンによる農薬散布

・農薬の剤型とその特性

・農薬の落下分布状況の調べ方

評価項目・方法

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 9

単元名 ドローンによる農薬散布

指導計画

ドローンによる農薬散布について、扱える
農薬の種類について判別できるようにする
と共に、散布にあたり農薬のラベルに記載
されている注意事項や航空法を守り、気象
条件を勘案しながら適正な散布ができるよ
うにする。

単元目標
ドローンによる農薬散布について、農薬の剤型とその
特性、落下分散状況の調べ方を理解する。

学生の活動

導入 10
ドローンで扱える農薬について、農薬のラベルを見れば判定できるこ
とを理解する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

ドローンで散布できる薬剤を判定でき、剤
型や薬剤の特性に合わせた散布ができる
ようにする。また、散布した時の薬剤の落
下状況について、どのように散布されてい
るか確認できるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

農薬の稀釈について、稀釈倍率とできあ
がる量とが指定された場合、実際にどれ
だけの農薬を入れたらよいか、計算がで
きない場合が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

農薬について、液剤・粒剤等の剤型の特
性、散布時の注意事項、落下状況の調
べ方等について現場での状況を中心に
説明する。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点 宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ドローンの積載能力

・散布作業の基本

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
ドローンの操縦中は危険も伴うため、操縦者だけでな
く周囲の様子も注意深く観察し、安全に実習ができる
ように留意する必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

ドローンにより農薬を散布するにあたり、
散布作業の基本や遵守しなければならな
い事項について理解すると共に、実際に
飛行させる際にはそれらを一つ一つ確認
しながら、安全に作業が行えるようにす
る。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

基本事項や遵守事項は詳細に定められ
ているため、それら全てを一度に覚えるこ
とは難しいが、実際に操縦する際は更に
難しく感じることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ドローンの積載能力、散布作業の基本
（気象、飛行速度、飛行高度等）につい
て説明し、安全に飛行させるためのポイ
ントを理解させ、実際に飛行させる前には
再確認を行い、事故の起こらないように注
意して実習させる。

学生の活動

導入 10
ドローンを安全に利用するための指導指針や基準を守ることの大切
さを理解する。

単元名 飛行実習（ドローンによる農薬散布の方法）

指導計画

ドローンを実際に操縦し、農薬を散布する
にあたり、遵守しなければならない基本的
事項を理解し、操縦者、同行者、農地、ド
ローン、近接地域等、ドローンが飛行する
際に関係する全ての事象に対し、安全に
作業できるようにする。

単元目標
ドローンの積載能力、散布作業の基本について理解
し、ドローンを正しく操縦できるようにする。

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 10
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・散布飛行で注意する場所

・散布作業中の危被害防止対策

・散布区域の確認と標識

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
ドローンの操縦中は危険も伴うため、操縦者だけでな
く周囲の様子も注意深く観察し、安全に実習ができる
ように留意する必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

ドローンにより農薬を散布するにあたり、
散布作業の基本や遵守しなければならな
い事項について理解すると共に、実際に
飛行させる際にはそれらを一つ一つ確認
しながら、安全に作業が行えるようにす
る。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

基本事項や遵守事項は詳細に定められ
ているため、それら全てを一度に覚えるこ
とは難しいが、実際に操縦する際は更に
難しく感じることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ドローンの散布作業の基本（散布区域の
確認と危被害防止等）について説明し、
安全に飛行させるためのポイントを理解さ
せ、実際に飛行させる前には再確認を行
い、事故の起こらないように注意して実習
させる。

学生の活動

導入 10
前回を振り返り、ドローンを飛行させる際に遵守しなければならない
注意点について再確認する。

単元名 飛行実習（ドローンによる農薬散布の方法）

指導計画

ドローンを実際に操縦し、農薬を散布する
にあたり、遵守しなければならない基本的
事項を理解し、操縦者、同行者、農地、ド
ローン、近接地域等、ドローンが飛行する
際に関係する全ての事象に対し、安全に
作業できるようにする。

単元目標
散布飛行で注意する場所、散布区域の確認と標識に
ついて理解し、ドローンを正しく操縦できるようにする。

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 11
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ナビゲーターとの連携

評価項目・方法

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 12

単元名 飛行実習（ドローンによる農薬散布の方法）

指導計画

ドローンを実際に操縦し、農薬を散布する
にあたり、遵守しなければならない基本的
事項を理解し、操縦者、同行者、農地、ド
ローン、近接地域等、ドローンが飛行する
際に関係する全ての事象に対し、安全に
作業できるようにする。

単元目標
ナビゲーターとの連携、事前確認について理解し、ド
ローンを正しく操縦できるようにする。

学生の活動

導入 10
前回を振り返り、ドローンを飛行させる際に遵守しなければならない
注意点について再確認する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

ドローンにより農薬を散布するにあたり、
散布作業の基本や遵守しなければならな
い事項について理解すると共に、実際に
飛行させる際にはそれらを一つ一つ確認
しながら、安全に作業が行えるようにす
る。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

基本事項や遵守事項は詳細に定められ
ているため、それら全てを一度に覚えるこ
とは難しいが、実際に操縦する際は更に
難しく感じることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ナビゲーターとの連携や確認事項につい
て説明し、安全に飛行させるためのポイ
ントを理解させ、実際に飛行させる前には
再確認を行い、事故の起こらないように注
意して実習させる。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
ドローンの操縦中は危険も伴うため、操縦者だけでな
く周囲の様子も注意深く観察し、安全に実習ができる
ように留意する必要がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・散布作業前の安全研修・慣熟飛行

・作業前の安全チェック・点検事項

・離着陸地点の設置と安全対策

・作業中・終了後の安全対策

評価項目・方法

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 13

単元名 飛行実習（ドローンによる農薬散布の方法）

指導計画

ドローンを実際に操縦し、農薬を散布する
にあたり、遵守しなければならない基本的
事項を理解し、操縦者、同行者、農地、ド
ローン、近接地域等、ドローンが飛行する
際に関係する全ての事象に対し、安全に
作業できるようにする。

単元目標
ドローン機体等の安全対策、点検事項について理解
し、ドローンを正しく操縦できるようにする。

学生の活動

導入 10
前回を振り返り、ドローンを飛行させる際に遵守しなければならない
注意点について再確認する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

ドローンにより農薬を散布するにあたり、ド
ローン機体等の安全対策について理解
すると共に、実際に飛行させる際にはそ
れらを一つ一つ確認しながら、トラブルが
無く、安全に作業が行えるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

基本事項や遵守事項は詳細に定められ
ているため、それら全てを一度に覚えるこ
とは難しいが、実際に操縦する際は更に
難しく感じることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

散布作業前の安全研修、安全チェック
（点検事項）、作業中・終了後の諸注意
について説明し、安全対策のポイントを理
解させる。そして、実際に飛行させる前に
は再確認を行い、事故の起こらないように
注意して実習させる。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
ドローンの操縦中は危険も伴うため、操縦者だけでな
く周囲の様子も注意深く観察し、安全に実習ができる
ように留意する必要がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・具体的なトラブル防止対策

・緊急時の操作、保管と盗難防止対策

・住民への周知徹底と、認定証の携帯

・安全チェック票と事業報告

評価項目・方法

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 14

単元名 飛行実習（ドローンによる農薬散布の方法）

指導計画

ドローンを実際に操縦し、農薬を散布する
にあたり、遵守しなければならない基本的
事項を理解し、操縦者、同行者、農地、ド
ローン、近接地域等、ドローンが飛行する
際に関係する全ての事象に対し、安全に
作業できるようにする。

単元目標
具体的なトラブル防止対策、安全チェック票（オペ
レーター用）について理解し、ドローンを正しく操縦で
きるようにする。

学生の活動

導入 10
前回を振り返り、ドローンを飛行させる際に遵守しなければならない
注意点について再確認する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

ドローンにより農薬を散布するにあたり、ド
ローン機体等の安全対策について理解
すると共に、実際に飛行させる際にはそ
れらを一つ一つ確認しながら、トラブルが
無く、安全に作業が行えるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

基本事項や遵守事項は詳細に定められ
ているため、それら全てを一度に覚えるこ
とは難しいが、実際に操縦する際は更に
難しく感じることが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

具体的なトラブル防止策、緊急時の操
作、保管と盗難防止対策、オペレーター
の安全チェック票と事業報告について理
解させる。そして、実際に飛行させる前に
は再確認を行い、事故の起こらないように
注意して実習させる。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
ドローンの操縦中は危険も伴うため、操縦者だけでな
く周囲の様子も注意深く観察し、安全に実習ができる
ように留意する必要がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・安全チェック票（農薬調合、取扱者用）

・安全チェック票（実施団体・実施主体用）

評価項目・方法

回科目名 ドローン応用・活用 授業回数 第 15

単元名 飛行実習（ドローンによる農薬散布の方法）

指導計画

ドローンを実際に操縦し、農薬を散布する
にあたり、遵守しなければならない基本的
事項を理解し、操縦者、同行者、農地、ド
ローン、近接地域等、ドローンが飛行する
際に関係する全ての事象に対し、安全に
作業できるようにする。

単元目標
農薬使用チェック票、ドローン「安全チェック票」（実
施団体・実施主体用）について理解し、責任を持って
ドローンによる作業ができるようにする。

学生の活動

導入 10
前回を振り返り、ドローンを飛行させる際に遵守しなければならない
注意点について再確認する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

実習

ドローンによる農薬散布には、操縦以外
にも農薬の適正な使用や、周辺住民や関
係者への配慮が必要になる。それらにつ
いて、確認事項を把握し、事故やトラブル
が無く、安全にドローンによる農薬散布が
できるようにする。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

農薬使用のチェック、周辺地域への安全
チェックは項目が多く、かつ細かな配慮
が必要であり、それら全ての項目を漏れ
なくチェックすることは難しいが、実際に
チェックを行っていくと更に難しく感じるこ
とが考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

農薬については、散布前及び散布後に
行う作業を確認する。周辺地域について
は、実施前に協議を行う各団体や周知先
及び周知方法、その他の作業実施に係る
チェック項目について一つ一つ確認して
いく。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
ドローンは安全に操縦ができれば良いだけでなく、周
辺地域や作業員にも事故やトラブルが生じないよう、
万全の注意を払う必要があることに留意する。

宿題等
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科目名 農業データ活用 学科名   

分類 必修/選択 配当年次・学期   

授業時数 15 単位数   

授業方法 講義＋演習 企業等との連携 〇：該当 

担当教員   
実務経験のある 

教員科目 
〇：該当 

科目概要 
農業経営の基礎を学び、営農計画・作業計画等の立案方法を理解し、各種農業データを活

用した経営方法を習得する。 

到達目標 
(目標検定･資格含む) 

農業データとして、センサー等を使って得られる各種データや農業データ連携基盤のデー

タの活用方法を理解する。 

使用教材・教具 

(使用テキスト等) 
開発教材 

成績評価の方法 

・基準 

小テスト・テスト、実習態度、習熟度、学習者のグループ評価等を総合的に判断し評価す

る。 

履修に当たって 

の留意点 

各種農業データを活用して営農計画や作業計画を立案することができるように、それぞれ

のデータの意味や入力・分析方法などについて、理解できるようにする。 

                                

授業計画 テーマ 内容 

第１回目 農業データ活用の背景 農業データが不可欠となった背景について理解する 

第２回目 
営農で活用される農業

データ１ 
農業の４定を理解する。一定の品質の農作物を予定し

た時期に予定した数を予定価格で販売するために、ど

のような活動が必要なのかを理解する 第３回目 
農業データを扱う人材

像２ 

第４回目 
次世代農業データ活用

ユースケース１ 営農で蓄積したデータの応用したユースケースについ

て理解する 
第５回目 

次世代農業データ活用

ユースケース２ 

第６回目 
暗黙知を形式知にする

農業データ活用 

経験と勘と表現される暗黙知の形式知にする手法につ

いて理解する 

第７回目 
事業承継に向けた農業

データ活用 

形式知化されたデータをベースにマニュアル化する手

法について理解する 

第８回目 
農業データを扱う人材

像１ あらゆるシーンで今後活躍が期待される農業データを

扱う新たな人材像について学ぶ 
第９回目 

農業データを扱う人材

像２ 

第１０回目 
農業現場に於ける画像

データ活用 

営農のシーンで利用される画像データの必要性と活用

方法について理解する 

第１１回目 
農業データ活用による

品質の向上 

単なる効率化だけではなく、農業データの活用によ

り、農作物の品質の向上の事例から学ぶ 

第１２回目 
農業データを活用した

ブランド化 

生産方法や品質管理手法について確立し、農産物のブ

ランド化について理解する 

第１３回目 
フードバリューチェー

ン外の農業データの活

用 

フードバリューチェーンでも農業データに注目する企

業は多い 

第１４回目 
農業データ活用の将来

像１ 近未来、実現される技術を使い将来の農業データの活

用手段について学ぶ 
第１５回目 

農業データ活用の将来

像２ 
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・スマート農業と農業の未来

・農業生産組織の大規模化

・農業法人の実態

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の状
況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業の技術は、実際に触れていないと実感
がわかず、必要性や利用の仕方も十分に把握でき
ないことが考えられる。先端技術を取り入れる利点
について、実例を参考にしながら解説していく必要
がある

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすることで、
要点の認識や、振り返り等をの活動に利用す
る。

座学

現在の農業の課題とその原因を把握し、
それを打破し、次世代の農業者へと成長
していくためには、まず自らの組織の現状
をしっかりと把握することから始まることを
理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語彙・
用語を認識に利用する。

大規模化した農業の経験が無い場合、大
規模化した農業の生産性が小規模農家
より下回ることについて、何故そうなのか
実感として理解できないことが考えられ
る。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習得を
効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改善を
行う。

日本農業の課題について、その原因を探
り、その解決にスマート農業がどう関わっ
ていくかについて、特に今後も増加と日
本農業のけん引役が期待される大規模
化農業の事例を取り上げながら確認をし
ていく。

学生の活動

導入 10
農業の課題の一つに農業従事者が減少しているが、スマート農業
によって農業を魅力のあるものにできることを理解する。

単元名 農業データ活用の背景

指導計画

Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の時代において、現在の農業の
課題をどのように解決していくか、その様々な
方法や可能性について理解する。また、実例
を知ることで、具体的なイメージを持たせ、理
解を深める。単元目標

農業データが不可欠となった背景について、農業の
課題や農業生産組織が大規模化している現状から
理解する。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 1
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・スマート農業の現在位置

・センサーを活用した遠隔統合施設制御

・ＧＰＳを活用した農業機械の精密制御

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の状
況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業は機械で管理できるところが増えるの
で、今までより楽になると思われる面があるが、それ
は農業者の目や勘が不要になるという意味ではな
く、それらは今までと同様に求められ続けるものであ
り、そこを誤解しないように留意する必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすることで、
要点の認識や、振り返り等をの活動に利用す
る。

座学

現在のスマート農業の取組みは①セン
サー、②ＧＰＳ、③スマートフォン・だブ
レット、④ＰＯＳシステムの４つに分類さ
れ、その中で①と②の取組みの内容につ
いて具体例を基に内容、効果、課題等に
ついて理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語彙・
用語を認識に利用する。

農業生産と馴染みの薄いＣＳＲ、ＵＥＣ
Ｓ、ＣＳＶデータ、フォローフォロワー機
能、ライフサイクルコスト等、現代用語や
コンピューター用語は誰もが理解している
とは限らないので、用語説明が不十分な
場合理解が困難になる可能性があると考
えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習得を
効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改善を
行う。

スマート農業の現状について、マスコミが
報じている内容と農業現場の実情の違い
について説明し、スマート農業の取組み
のうち、センサーを利用した次世代施設
園芸やＧＰＳを利用した農業機械につい
て、その取組みを紹介する。

学生の活動

導入 10

スマート農業の現在位置について、メディアに紹介されている取
組みは農業全体の一部であり、多くの農業者は状況を眺めながら
早期成功モデルの構築を期待して待っている状況であることを理
解する。

単元名 営農で活用される農業データ１

指導計画

スマート農業の現状について、報道されている
内容は一部の生産者であり、それが生産現場
でまだ主流になっていないこと、そしてスマート
農業の取組みは４つに大別され、その中でセ
ンサーとＧＰＳを用いた事例から、スマート農業
の内容、効果、課題等について理解する。

単元目標
農業の４定を理解する。一定の品質の農作物を予定
した時期に予定した数を予定価格で販売するため
に、どのような活動が必要なのかを理解する。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 2
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・スマートフォン、タブレットを活用した作業・生育管理

・ＰＯＳと栽培・在庫情報連携による販売管理

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の状
況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

スマート農業は機械で管理できるところが増えるの
で、今までより楽になると思われる面があるが、それ
は農業者の目や勘が不要になるという意味ではな
く、それらは今までと同様に求められ続けるものであ
り、そこを誤解しないように留意する必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすることで、
要点の認識や、振り返り等をの活動に利用す
る。

座学

現在のスマート農業の取組みは①セン
サー、②ＧＰＳ、③スマートフォン・だブ
レット、④ＰＯＳシステムの４つに分類さ
れ、その中で③と④の取組みの内容につ
いて具体例を基に内容、効果、課題等に
ついて理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語彙・
用語を認識に利用する。

スマートフォンやタブレットを活用したソ
リューションについて、各企業の特徴が理
解できないと全て同じサービスに思え、各
ソリューションの内容を正確に理解するこ
とが困難になる場合が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習得を
効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改善を
行う。

スマート農業の取組みのうち、スマート
フォン、タブレットを活用した作業・生育
管理は各企業のソリューションの概要を、
ＰＯＳと栽培・在庫情報連携による販売管
理はそれが必要となった背景とその取組
み内容をそれぞれ紹介する。

学生の活動

導入 10
スマート農業の取組みは大きく4つに分けられること、そして前回
はその中でセンサーを用いた環境制御や、ＧＰＳを用いた自動運
転等について学習したことを復習する。

単元名 農業データを扱う人材像２

指導計画

スマート農業の現状について、報道されている
内容は一部の生産者であり、それが生産現場
でまだ主流になっていないこと、そしてスマート
農業の取組みは４つに大別され、その中でス
マートフォン、タブレットやＰＯＳを用いた事例
から、スマート農業の内容、効果、課題等につ
いて理解する。

単元目標
農業の４定を理解する。一定の品質の農作物を予定
した時期に予定した数を予定価格で販売するため
に、どのような活動が必要なのかを理解する。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 3
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農業データ活用による各種シミュレーション

・作業時間から人件費の把握

・コストの明確化により、収入増

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の状
況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

農業は今まで俗にいう「どんぶり勘定」で経営を行っ
てきた側面があるが、経営リスクを減らし、収益を上
げて行く上で、人件費も含めたコストを積み上げて
いくことが大切であることを理解できるように留意す
る。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすることで、
要点の認識や、振り返り等をの活動に利用す
る。

座学

農業は工業のように計画的な生産が難し
いが、それは人件費を含めたコストが不
可能であることを意味しない。農業者もタ
イムリーにコスト状況を把握することで早
期の意思決定が可能になり、赤字回避や
収益の増加ができることを理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語彙・
用語を認識に利用する。

人件費のコストを積み上げていく時に。作
業別、ほ場別、担当者別、品種別、品目
別の観点でデータの収集や分析を行うた
めには、具体的にどのような作業記録が
必要になるか、その関連が分からないと
理解が困難になる可能性が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習得を
効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改善を
行う。

現在ＫＫＯにより行われている農業経営
が、リスクを最小限にし、利益を最大限に
するために求められていることを認識し、
人件費を把握することの大切さやコストを
明確化することでのメリットについて理解
する。

学生の活動

導入 10
農業経験と勘、そして思い込み（ＫＫＯ）による「一か八か」的な判
断を行ってきた農業に今求められているものは何かについて考え
る。

単元名 次世代農業データ活用ユースケース１

指導計画

次世代農業に求められるものの一つにコスト管
理がある。これは今までの「どんぶり勘定」で進
めていくには限界であることを知ると共に、農業
データを活用することでコストの現況が把握で
き、早期の意思決定やリスク回避に役立つだ
けでなく、収益を増やすことにもつながることを
理解する。

単元目標
営農で蓄積したデータの応用したユースケースにつ
いて、人件費の把握を事例とし、その効果について
理解する。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 4
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・作付シミュレーション

・フードバリューチェーン

評価項目・方法

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 5

単元名 次世代農業データ活用ユースケース2

指導計画

作付シミュレーションは農業経営を支える
重要な要素の一つである。しかし、それは
ほ場、品種、播種期、収穫期等を考慮する
と、無限のパターンの中から経験と勘を頼り
に作成しているのが現状となっている。そこ
で、作業記録や環境モニタリングデータ等
を活用することで、人件費までも含めた作
付計画が可能になることを理解する。

単元目標
営農で蓄積したデータの応用したユースケースにつ
いて、作付計画を事例とし、スマート農業を実践するこ
とでどのような効果があるか理解する。

学生の活動

導入 10
フードバリューチェーン内で農業に求められるスキルは増えつつあ
り、特に4定（定時、定量、定品質、定価格）の要求が契約栽培で中
心になっていることを理解する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

作付はほ場、品種、播種期、収穫期等
様々なことを考慮し選択しなければなら
ないが、現状ではそこでも経験や勘が頼
りである。しかし、作業記録とモニタリン
グ、収穫量を精密に管理し、グラフ化する
ことで作付け計画も容易になり、収益増
加へとつながることを理解する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

フードバリューチェーン、ディープラーニ
ング、コンシェルジュ、リスクヘッジ、プロ
ダクトアウト、マーケットイン、ブロック
チェーン等、現代用語やコンピューター
用語は誰もが理解しているとは限らない
ので、用語説明が不十分な場合理解が
困難になる可能性があると考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

これからの農業に求められる4定を満たす
ため、作付計画がいかに重要になるかを
認識する。そしてデータを活用することで
高付加価値化や経費削減にもなる計画
がより立案しやすくなり、その結果農業者
の集積向上につながることを理解する。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

作付をシミュレーションすることは農薬や化学肥料の
使用を最低限にし、安心安全で高付加価値な農産物
の生産も可能となり、生産者の収益向上に貢献できる
ことが理解できるように留意する必要がある。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・匠の知識の形式知化に向けて

・情報武装によるリスクヘッジ

・ステークホルダー間でのリスクテイク

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の状
況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

国策にもある日本農業の匠の技の形式知化は重要
な課題であるにも関わらず、それが思うように進行し
ないのはデータ活用における理解不足が原因の一
つであることに留意し、誤解を解けるように留意す
る。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすることで、
要点の認識や、振り返り等をの活動に利用す
る。

座学

日本の農業の匠の技術を形式知化して
海外に輸出していく施策が国策となって
いる。しかし、農業者の中にはまだデータ
がオープンになることに抵抗感を感じてい
る者が多い。そこで、データの利活用と情
報武装の必要性やメリットについて理解
する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語彙・
用語を認識に利用する。

農業分野のビッグデータは日本中のデー
タが集まってこそ意味があるとする考え
や、自分のデータを不特定多数の人と共
有されるのは困るとする考えに固執して
いる場合、その考え方が間違っていること
を理解するのに困難な場合が考えられ
る。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習得を
効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改善を
行う。

農業の匠の技の技術を形式知化すること
が求められていることを知る。そして、そ
の進行を妨げる要因もあることを認識する
と共に、その考え方に含まれる誤解につ
いても認識し、データを活用した情報武
装を行うメリットを理解する。

学生の活動

導入 10
日本の農産物の品質は海外から見た場合最高と言って過言では
ないが、それを支えている匠の技術のデータは蓄積されておら
ず、そこにどんな問題があるか考える。

単元名 暗黙知を形式知にする農業データ活用

指導計画

日本の農産物の品質の高さを支えているの
は、匠の技を持っている農業者がいるからであ
るが、その技術が暗黙知となっている。これを
形式知にすることで、ビッグデータの利活用が
可能になるのと同時に、農業も情報武装がで
き、農業の体質改善や、農業者の地位向上、
そして匠の技術の海外流出阻止にも役立つこ
とを理解する。

単元目標
経験と勘と表現される暗黙知の形式知にする手法
について理解する。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 6
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・匠の技術（ノウハウ、ナレッジ、こだわり）の継承

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の状
況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

事業継承にむけたデータ活用は、データの蓄積とノ
ウハウの蓄積は別物であり、データを判断した結果
を考察することでノウハウになることに留意する必要
がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすることで、
要点の認識や、振り返り等をの活動に利用す
る。

座学

事業継承に向けた形式知化に取組む事
例が増えているが、各種データベースの
値だけでなく、作業結果も蓄積することで
ノウハウとなること、データを研究して生産
に活かす試行錯誤がスキル向上になるこ
と、そしてこだわりの証明にはスマート農
業の実践が必須なことを理解する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語彙・
用語を認識に利用する。

農業データの取り扱いに慣れていない場
合、データを取得することに主眼が置か
れ、データが取れた時点で目的を達成
し、ノウハウが蓄積された思い込んでいる
場合、その誤解を解くのが困難な場合が
考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習得を
効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改善を
行う。

農業の技術を継承するのに、スマート農
業に取組む事例が増えているが、ノウハ
ウはデータを蓄積するだけではなく、デー
タの判断結果までが必要うになることを認
識すると共に、ブランドを継承するために
も、データの活用が重要であることを理解
する。

学生の活動

導入 10
今まで物事を教わる時に、「見て、経験して」や「背中を見て学ぶ」
という経験をしたことがあるか、またその時どのように感じたかを振り
返ってみる。

単元名 事業承継に向けた農業データ活用

指導計画

匠の技術は殆ど明文化されていない中で、事
業継承のためにスマート農業に取組み、ノウハ
ウやナレッジを明文化する取組みが増えてい
ることを把握する。しかし、データの取得だけで
はノウハウとならず、データの判断結果を検証
することが大切なこと、またこだわりやブランド
に形式知化が結びつくと太鼓判になることを理
解する。

単元目標
形式知化されたデータをベースにマニュアル化する
手法について理解する。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 7
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・スマートファーマーの育成

・「かっこよく・感動があり・稼げる」新3Ｋ農業の実現

・農業生産者のキャリア形成

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の状
況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

農業について「他の仕事は向いていないが、農業な
ら自分にもやれるだろう」と思っている場合、ゆったり
とした職業のイメージと現実との乖離で辞めるとの記
載があるが、それに当てはまる学生には留意し、ど
のように考えるか必要に応じ確認する必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすることで、
要点の認識や、振り返り等をの活動に利用す
る。

座学

農業が職業の選択肢として選ばれにくい
のは「農業は儲からない」からではなく、
「努力が報われない」からであることを認
識し、「かっこよく・感動があり・稼げる」新
3Ｋ農業を実現する人材が育つことが農
業に参入する人を増やす要因になること
を理解する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語彙・
用語を認識に利用する。

農業ＩＣＴについて、それを導入すればす
ぐに自分の農業が楽になり、収入が増え
ると思い込んでいる人にとって、それだけ
でビションが無ければお金や時間、蓄積
したデータ等が無駄になると言う意味を理
解するのが困難な場合が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習得を
効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改善を
行う。

次世代の農業生産を担うスマートファー
マーが必要とされる理由について説明
し、そのスマートファーマーが新3Ｋ農業
を実現する担い手となること、そして実力
をつけてキャリアを形成し、ドリームストー
リーを作る人が増えることで、農業が発展
していくことを理解する。

学生の活動

導入 10
農業に携わる人材のバックボーンは様々であると言われる中、ど
のような経歴の人を知っているか、また農業に何を求めていると思う
か考えてみる。

単元名 農業データを扱う人材像１

指導計画

農業の大規模化が進み、従業員を雇うように
なった農業が増加している中で、農業データを
扱う人材が求められていることを認識する。そし
て蓄積したデータを意味づけ、有効活用する
ことにより、新3Ｋ農業を実現し、キャリアを積み
重ねたことによる成功事例が増えることが農業
の魅力につながることを理解する。

単元目標
あらゆるシーンで今後活躍が期待される農業データ
を扱う新たな人材像について学ぶ。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 8
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・スマートファーマーの育成

・アグリデータサイエンティストの育成

・スマートアグリエバンジェリストの育成

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の状
況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

今後の日本農業を支える人材像について、生産者
だけでなく、農業関連全てにおいてスマート農業を
支える人材が求められていることを理解できるように
留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすることで、
要点の認識や、振り返り等をの活動に利用す
る。

座学

これからの農業には農業経営を営む「ス
マートファーマー」だけでなく、データ分
析にも精通した指導員である「アグリデー
タサイエンティスト」、そして生産者とICT
技術者との間を取り持つ「スマートアグリ
エバンジェリスト」の人材育成が求められ
ていることを理解する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語彙・
用語を認識に利用する。

アグリデータサイエンティストやスマートア
グリエバンジェリスト等、新しい言葉が出
てくるので、それらの意味する内容や必
要性を十分に整理できない場合、理解が
困難になる可能性が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習得を
効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改善を
行う。

スマートファーマー、アグリデータサイエ
ンティスト、スマートアグリエバンジェリスト
について、それら人材が求められるように
なった背景や概要、農業の発展に果たす
役割について理解していく。

学生の活動

導入 10
年々大規模化が進み、従業員も多く雇う農業経営体が増えて行く
中で、経営者に求められるものにどのようなものがあるか考えてみ
る。

単元名 農業データを扱う人材像２

指導計画

農業従事者の高齢化が問題となっている日本
では、今後離農者が増大し、それに伴う農地
の集積、即ち経営規模の拡大が進行すること
が考えられる。その時に求められる人材像とし
て、生産者だけでなく、農業に係る様々な業種
において検討していくことが日本農業を支える
ことにつながることを理解する。

単元目標
あらゆるシーンで今後活躍が期待される農業データ
を扱う新たな人材像について学ぶ。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 9
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ドローンを活用した画像解析

・画像解析技術の進歩と病害虫対策

・非破壊センシング、クオリティの担保

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の状
況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

画像データは量・質・解析項目等が常に向上してい
くので、現状に留まることなく用途や方法の更なる可
能性について考えを発展させていけるように留意す
る必要がある。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすることで、
要点の認識や、振り返り等をの活動に利用す
る。

座学

農業現場において、画像データがどのよ
うに用いられているかについて、ドロー
ン、病害虫対策、非破壊センシングを例
にとり把握することで、今後画像解析を行
うスマート農業の実践が農産物の品質を
高め、日本農業の足腰を強めていくことを
理解する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語彙・
用語を認識に利用する。

赤外線カメラの画像など、人間の目に見
えないものを画像として表現したものにつ
いては、言葉だけで説明してもイメージが
つかず、理解が困難になる場合が考えら
れる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習得を
効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改善を
行う。

ドローンを活用した画像解析、病名や害
虫を確定できるようになる画像解析の進
歩、非破壊センシングを用いたブランドク
オリティの担保等、画像データが農業現
場でどのように用いられ、効果を上げてい
るかについて理解する。

学生の活動

導入 10
ハイパースペクトルカメラ、マルチスペクトルカメラが、人間の目で
は見えない物を画像として表現できる内容について紹介する。

単元名 農業現場に於ける画像データ活用

指導計画

カメラの画像データは人間の目より正確な判断
を下したり、人間の目では見えない物を画像
データとして表現できるようになっていることを
把握する。そして、農業現場で画像データの
使用が有効であることを認識し、実際の使用例
について理解すると共に、今後の使用方法に
ついても考えてみる。

単元目標
営農のシーンで利用される画像データの必要性と
活用方法について理解する。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 10
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・選果データと生産管理データの融合

・知的財産が農業生産者の新たな収益源に

・スマート生産物

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
農業データを活用して農産物の品質や収入が向上す
ることで農業ＩＣＴが普及し、農業におけるイノベーショ
ンにつながることが理解できるように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

選果データと生産管理データの融合によ
る高品質生産、作業データとその効果を
結合しルール化した知的財産の販売によ
る収益増、スマート農業により安心安全が
担保された高付加価値生産等の事例に
より、農業データの活用がイノベーション
の源泉になることを理解する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

作業履歴や環境センシングデータなど、
生産にかかわった情報と、それ以外の情
報を結合することを求められた場合、農業
経験の少ない学生にとっては、何から始
めたらよいか分からない場合が考えられ
る。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

農業データを活用することにより農産物の
品質向上に役立つことを事例を紹介しな
がら説明すると共に、それが販路の拡大
や物流の効率化等にも貢献することを認
識し、農業のあらゆる場面でＩＣＴの導入
に前向きになれば、農業イノベーションの
源泉になることを理解する。

学生の活動

導入 10
農業データが日本の歴史上過去にないくらい蓄積されてはいるが、
生産の情報とそれ以外の情報の結合事例は少なく、イノベーション
を起こす領域には到達していないことを理解する。

単元名 農業データ活用による品質の向上

指導計画

農業データを活用し、選果データと関連付
け高品質の生産を行ったり、精密に管理す
ることでブランド化し、付加価値を付けた
り、データに裏打ちされたノウハウを地域で
管理することで、地域活性化に貢献できた
りと、農業データを活用し、品質を向上させ
ることで、今後の可能性が大きく開けてくる
ことを理解する。

単元目標
単なる効率化だけではなく、農業データの活用によ
り、農作物の品質の向上の事例から学ぶ。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 11
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ブランド、フランチャイズ化

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

ジャパンブランドが不法に海外に持ち出されたり、偽
ブランド品が横行するようになった現在、日本農業が
生きのこるためにはどうしたらよいか広い目で考えられ
るように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等をの活動に
利用する。

座学

今後外国産の比較的安心安全で安価な
農産物が国内で流通する時代が来た時
に、日本農業は生き残るために「ジャパン
ブランドクオリティ」を明らかにし、最高級
であることを説明する必要があるが、その
ためにもデータ活用は不可欠であることを
理解する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

自分の地域の特産物に地域を限定する
名前が付き、しかもそれに誇りを持つ以上
に固執している場合、そのこだわりが世界
へフランチャイズ化していく時の妨げにな
ることを理解するのが困難な場合が考え
られる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ジャパンブランドは地域間の過当競争や
知名度の向上ではなく、何故安心安全で
優れているかを証明するものであることを
認識する。そして、今後世界の農業との
競争に生き残るためには、地域ブランドで
はなく、ジャパンブランドが必要不可欠で
あることを認識する。

学生の活動

導入 10
ブランドとは何か、平昌オリンピックでカーリング女子チームが試合
中に食べていたイチゴや、外国で生産された「和牛」から、ジャパン
ブランドについて考える。

単元名 農業データを活用したブランド化

指導計画

安心安全で高品質な農産物であるジャパ
ンブランドは、農家の「日々の努力をしてい
る」という自信からだけではその特徴を明確
に伝え難い。これからは地域の名に縛られ
ることなく、世界へフランチャイズ化できるよ
うに、ジャパンブランドのクオリティをスマー
ト農業を実践し、データを活用することで明
確にしていく必要があることを理解する。

単元目標
生産方法や品質管理手法について確立し、農産物の
ブランド化について理解する。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 12
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・金融、保険業でのICT活用

・農業機械メーカーでのデータ活用

・農地バンクでのデータ活用

・―種苗メーカーでのデータ活用

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の状
況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

農業データは経営ビジョンを達成していくために収
集するが、農業者以外でもそのデータを活用する需
要があり、それは今後より幅広い分野で使われ、そ
の価値はより高まることが理解できるように留意す
る。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすることで、
要点の認識や、振り返り等をの活動に利用す
る。

座学

フードバリューチェーン以外での農業
データの活用について、金融、保険業、
農業機械メーカー、農地バンク、種苗
メーカーを例にとり、データの活用事例や
効果等を把握し、優位性があることを認識
し、農業データの重要性が増していること
を理解する。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語彙・
用語を認識に利用する。

フードバリューチェーン以外の農業デー
タ活用について、事例以外にどのような
場面が想定できるか思いつくものが少な
い場合、農業データの重要性が増すこと
に十分な理解を示すことが困難になる場
合が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習得を
効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改善を
行う。

農業データが活用されている事例紹介に
ついて、データの持つ意味やデータの使
われ方、データ活用のメリット、今後の活
用方法等について把握し、スマート農業
を実践することがフードバリューチェーン
以外でも有益なことを理解する。

学生の活動

導入 10
農業生産者が職や農業に関するバリューチェーン以外に、どのよ
うな人とどのように情報をやり取りする場合があるか、考えてみる。

単元名 フードバリューチェーン外での農業データの活用

指導計画

農業データがフードバリューチェーン以外でも
金融、保険業、農業機械メーカー、農地バン
ク、種苗メーカー等で活用されている事例を学
ぶことで、農業データは幅広い分野で求めら
れていることを把握する。そしてそれは技術の
進歩や規制緩和等と共に進化することが予測
されることを理解する。

単元目標
フードバリューチェーンでも農業データに注目する
企業は多い。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 13
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・次世代食・農情報流通基盤の想定機能

・農業生産者と消費者のニーズをマッチング

・食品・農業関連のオープンデータ＆ビッグデータ

・知られざる野菜の流通上での規格、食品ロス

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の状
況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

農業データを活用することで、将来生産者、流通、
外食産業、消費者それぞれにメリットがあり、食品ロ
スも低減する等、生活や社会の向上につながること
が理解できるように留意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすることで、
要点の認識や、振り返り等をの活動に利用す
る。

座学

農業データ活用の将来像について、次世
代食・農情報流通基盤の必要性と食・農
業関連の全てのプレーヤーメリットから把
握し、それが生産者と消費者にどのような
変化をもたらすかについて、理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語彙・
用語を認識に利用する。

プラットフォーム、コーディング、プロトタイ
プ、プレーヤーメリット、ニッチ等のコン
ピューター用語や現代用語が多く用いら
れると、それらの用語の意味を十分に理
解していない場合、理解が困難になる倍
が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習得を
効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改善を
行う。

生産者と消費者をつなぐデータ活用につ
いて、次世代食・農情報流通基盤、生産
者と消費者のニーズのマッチング、食品・
農業関連のオープン＆ビッグデータ、流
通上での規格、食品ロスの将来像から理
解する。

学生の活動

導入 10
生産物を市場や消費者が品種レベルで判断できるようになった場
合、どのような状況が予想されるか考えてみる。

単元名 農業データ活用の将来像１

指導計画

農業データを活用した将来像について、次世
代食・農情報流通基盤を構築することで生産
者と消費者のニーズを的確に把握し、生産物
のマッチングや、食品ロスの低減が可能になる
ことを認識する。そして、生産者はより多様な
品種を生産し、消費者がその多様性の価値を
楽しむ新たな市場の形成と発展が期待される
ことを理解する。

単元目標
近未来、実現される技術を使い将来の農業データ
の活用手段について学ぶ。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 14
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・次世代バイヤーの必要性

・ローカルロジスティクスの実現

・健康や防災、バイオテクノロジーとのデータ連携

・ソーラーシェアリングとスマートアグリタウン

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の状
況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上をとする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

農業データを活用することで、将来流通の効率化
や、健康の増進、環境保全や飢餓の救済等、生活
や社会の向上につながることが理解できるように留
意する。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器等に記録をすることで、
要点の認識や、振り返り等をの活動に利用す
る。

座学

農業データは今後流通の差別化、地域
の独自流通経路構築によるコスト削減、
食と健康とのデータ連携による医療費削
減、バイオテクノロジーとの融合による飢
餓救済等をはじめとし、新たなビジネス誕
生の源として期待されていることを理解す
る。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語彙・
用語を認識に利用する。

バイタル情報、エマージェンシー情報、レ
アプラントブレイクスルー、スマートグリッ
ド、クラスター等のコンピューター用語や
現代用語が多く用いられると、それらの用
語の意味を十分に理解していない場合、
理解が困難になる倍が考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習得を
効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改善を
行う。

農業データ活用の将来像について、次世
代バイヤー、ローカルロジスティクスの出
現、健康・防災、バイオテクノロジーとの
融合、ソーラーシェアリング、スマートアグ
リタウン等から把握し、それが社会にどの
ような変化をもたらすかについて、理解す
る。

学生の活動

導入 10
生産者とバイヤーの初めての結びつきには、どのようなケースがあ
るか、生産者及びバイヤーのそれぞれの側面から考えてみる。

単元名 農業データ活用の将来像２

指導計画

農業データを活用した将来像について、次世
代バイヤーの必要性、ローカルロジスティクス
の出現、健康やバイオテクノロジーとのデータ
連携、ソーラーシェアリング、スマートアグリタ
ウン等から、農業データをつなぎあわせること
で大きなイノベーションが起こり、農業データは
これからの社会インフラの一つになっていくこと
を理解する。

単元目標
近未来、実現される技術を使い将来の農業データ
の活用手段について学ぶ。

回科目名 農業データ活用 授業回数 第 15

  



171 

 

科目名 データ活用と農業経営Ⅰ 学科名   

分類 必修/選択 配当年次・学期   

授業時数 15 単位数   

授業方法 講義＋演習 企業等との連携 〇：該当 

担当教員   
実務経験のある 

教員科目 
〇：該当 

科目概要 
問題解決フレームワークやデータ分析の基礎スキルなどを学習し、データ分析ツールなど

を利用した実習を行い、農業経営への活かし方を学ぶ 

到達目標 
(目標検定･資格含む) 

農業分野でデータを活用して活躍できるデータ分析を行える人材となれるよう、基礎的な

ビッグデータ等のデータ分析スキルを習得する 

使用教材・教具 

(使用テキスト等) 
既存及び開発教材 

成績評価の方法 

・基準 

小テスト・テスト、実習態度、習熟度、学習者のグループ評価等を総合的に判断し評価す

る。 

履修に当たって 

の留意点 

データを活用した農業の将来像が描けるように、データを共有・活用できるスキルを身に

付ける 
                                

授業計画 テーマ 内容 

第１回目 ビックデータとは データマーケターの概要とその背景 

第２回目 データ活用の背景 ビッグデータの概要と利用実例 

第３回目 データの蓄積について データ分析を活用した戦略、環境の変化への対応 

第４回目 データ活用のステップ 自社データ、公的データ、民間データの活用 

第５回目 データの見える化 図表を用いてのデータの見える化方法 

第６回目 データ活用実習 データを用いての見える化実習 

第７回目 統計処理基礎 平均、中央値、最頻値、相関の意味と分析方法 

第８回目 統計処理基礎実習 データを用いての統計処理実習 

第９回目 
経営におけるデータと

は 
POSデータの概要と分析の意味 

第１０回目 
フレームワークとデー

タ活用について 
POSデータの分析方法と原因や可能性の究明 

第１１回目 
営業や購買、顧客のデ

ータについて 
データを用いての POSデータ分析実習 

第１２回目 
生産や圃場のデータに

ついて 
ID-POSデータの分析方法と原因や可能性の究明 

第１３回目 
システムとデータにつ

いて 
データを用いての ID-POSデータ分析実習 

第１４回目 
データを用いた分析実

習 1 
ID-POSと外部データとの関連付け及び分析 

第１５回目 
データを用いた分析実

習 2 
課題の発見と提案書の作成 
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ビックデータの仕組みの概要をおさえる

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

座学

ビックデータの仕組みを体系的に理解
し、自身の経営との携わり方を見出し、
農業経営に活用のイメージを持てるよう
学習する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

ビックデータの形が常に流動的である
為、基本的な情報技術の基礎知識が
必要となってしまうため捉えづらい。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

単元名 ビックデータとは

指導計画

農業における情報技術との関わりの基礎
を理解する。具体的な事例を用いて、情
報の端末や技術を利用した経営の意義
や、市場調査、生産環境のデータ取得、
農業機械、広告や販売のマネジメントな
ど全般的な概要基礎の習得を目指す。

単元目標
ビックデータの概要を理解し、データの蓄積と分析
の流れを理解する

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 1
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・データの蓄積方法の概要をおさえる

・データの分析方法の概要をおさえる

・データの可視化のの概要をおさえる

評価項目・方法

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 2

単元名 データ活用の背景

指導計画

農業における情報技術との関わりの基礎
を理解する。
具体的な蓄積や分析、可視化ツールの
利用方法と活用方法をおさえる。単元目標

ビックデータの具体的な活用事例と、バックグラウン
ドの仕組みの理解を理解する

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

座学

ビックデータの活用を理解し、自身の経
営との携わり方を見出し、農業経営に
活用のイメージを持てるよう学習する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

ビックデータを扱い農業経営にデータ
を活用し分析するための工程が専門的
であるので捉えづらい

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・データの蓄積に対する手法をおさえる

評価項目・方法

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 3

単元名 データの蓄積について

指導計画

農業における情報技術との関わりの基礎
を理解する。具体的な蓄積に焦点を当
て、各種のツールの紹介や利用方法など
を理解する。単元目標 データの蓄積について体系的に理解する

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

座学

具体的なデータの活用に際する工程を
理解し、自身の経営との携わり方を見
出し、農業経営に活用のイメージを持
てるよう学習する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

データの活用にあたり、データの蓄積
手段が複数あるため捉えづらい。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・データの分析に対する手法をおさえる。

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

実習

具体的なデータの活用に際する工程を
理解し、自身の経営との携わり方を見
出し、農業経営に活用のイメージを持
てるよう学習する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

データの活用にあたり、データの分析
手段が複数あるため捉えづらい。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

単元名 データの分析について

指導計画

農業における情報技術との関わりの基礎
を理解する。
具体的な分析に焦点を当て、各種のツー
ルの紹介や利用方法などを理解する。単元目標 データの分析について体系的に理解する

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 4
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・データの可視化に対する手法をおさえる。

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

座学

具体的なデータの活用に際する工程を
理解し、自身の経営との携わり方を見
出し、農業経営に活用のイメージを持
てるよう学習する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

データの活用にあたり、データの可視
化手段が複数あるため捉えづらい。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

単元名 データの可視化について

指導計画

農業における情報技術との関わりの基礎
を理解する。
具体的な可視化に焦点を当て、各種の
ツールの紹介や利用方法などを理解す
る。単元目標 データの可視化の有効性について理解する。

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 5
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・具体的なデータの収集から蓄積、分析、可視化の

作業を行い、各工程を理解する。

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

実習

具体的なデータの活用に際する工程を
理解し、自身の経営との携わり方を見
出し、農業経営に活用のイメージを持
てるよう学習する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

端末の基本操作やツールの操作方法
などの作業工程が複数あり、結果を目
的を導き出すため捉えづらい。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

単元名 データ活用実習

指導計画

具体的なデータサンプルを用いて、情報
の端末や技術を利用した経営の意義や、
市場調査、生産環境のデータ取得、農業
機械、広告や販売のマネジメントなどを各
種ツールを用いて有効性を学習する。単元目標

データの可視化の有効性について簡単なサンプル
データより可視化を行い有効性を検証する。

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 6
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・統計で導き出される結果の意味を理解する。

・統計の基本的な各種手法を理解する。

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

座学

取得した不規則なデータの中にも性質
や特性、意味を見出せることを理解し、
効果的な農業経営に繋がることを学習
する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

数学的な基礎学力が必要であり、結果
の有効性が捉えづらい。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

単元名 統計処理基礎

指導計画

経験や勘ではなく、客観的な事実として
のデータの有効性を理解する。具体的な
サンプルとなるデータを収集する工程より
数学的な手法を用い、性質や特性などを
農業経営の意思決定に利用する。単元目標 統計処理にかかわる概要を理解する

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 7
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・統計処理を具体的に行い、データの有効性を

とらえる

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

実習

数学的な⼿法を用いて規則性または不
規則性を見出すことを行い、農業経営
に役に立たせる。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

数学的な基礎学力が必要であり、結果
の有効性が捉えづらい。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

単元名 統計処理基礎実習

指導計画

経験や勘ではなく、客観的な事実として
のデータの有効性を理解する。具体的な
サンプルとなるデータを収集する工程をか
ら、分析を数学的な手法を用い、性質や
特性などを農業経営の意思決定に利用
する。

単元目標
簡単なサンプルデータより各種手法を用いて統計処
理の分析の有効性を検証する。

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 8
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・データを取り巻くシステムや機能、分析フェーズ

を体系的に理解する。

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

座学

農業経営につながる分析結果を目的と
する為、データを取り巻く、システムの
機能や、分析フェーズを体系的に理解
する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

情報技術の進化やメーカーによる違い
など、日々更新され、システムの機能
や処理範囲が変化することで専門的な
用語の意味が捉えづらい。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

単元名 経営におけるデータとは

指導計画

ERPをはじめとし、SCMやMA、SFA、、
CRMなど各種の経営で使われるデータ
や、圃場環境データなどの扱いについて
体系的に概要を学ぶ。単元目標 経営におけるデータとシステムについて理解する

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 9
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・分析手法とデータとの関係性を理解し、

効果的に活用できるように学習する。

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

座学

農業経営として、問題解決の手段であ
る分析のフレームワークとデータとの関
係性を理解し、効果的に活用できるよう
に学習する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

ケースバイケースの問題点の分析とな
るフレームワークだが、この素材となる
データの蓄積や、フレームワークへの
落とし込み作業方法や、手法の種類が
複雑化し、理解されにくい。 □

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

単元名 フレームワークとデータ活用について

指導計画
ビジネスにおける各種の分析や問題解決
のためのフレームワークとデータ活用に
ついて理解する。

単元目標
経営における分析とデータの活用について理解す
る

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 10
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・営業や購買、顧客データの有効性を理解する。

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

座学

営業や購買、顧客のデータにおいて、
データの有効性を検証し、理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

情報技術を理解する際に、複数の機能
が盛り込まれているために、ポイントが
わからなくなってしまう。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

単元名 営業や購買、顧客のデータについて

指導計画

顧客管理や販売管理、購買管理のデー
タの活用について、各種状況下において
どのように利用されるのかを考察し、デー
タの意義を理解する単元目標

顧客管理や販売管理、購買管理のデータの活用に
ついて理解する

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 11
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・販売データの有効性を理解する。

・生産や圃場データの有効性を理解する。

評価項目・方法

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 12

単元名 生産や圃場のデータについて

指導計画

販売管理や生産管理、圃場管理のデー
タの活用について、各種状況下において
どのように利用されるのかを考察し、デー
タの意義を理解する単元目標

販売管理や購買管理、生産管理、圃場管理のデー
タの活用にについて理解する。

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

座学

販売や生産、圃場のデータにおいて、
データの有効性を検証し、理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

情報技術を理解する際に、複数の機能
が盛り込まれているために、ポイントが
わからなくなってしまう。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・統合的で横断的なデータの有効性を理解する。

評価項目・方法

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 13

単元名 システムとデータについて

指導計画

ERP（統合基幹業務システム）や
BI(Business Intelligence：ビジネスイン
テリジェンス)ツール などの統合的かつ横
断的なシステムとデータについて学習す
る単元目標 統合的なデータの活用について理解する。

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

座学

農業経営として、ERPやBIなど横断的
なシステムとデータに関し、利用する
データや役目を理解する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

情報技術を理解する際に、複数の機能
が盛り込まれているために、ポイントが
わからなくなってしまう。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・データの分析の方法を理解する

評価項目・方法

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 14

単元名 データを用いた分析実習1

指導計画
データの分析の方法を学ぶため、具体的
なツールを利用し実習を行う。

単元目標 データの分析の方法を学ぶ。

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

実習

データの分析の方法を学ぶ。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

情報技術を理解する際に、複数の機能
が盛り込まれているために、ポイントが
わからなくなってしまう。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・データの分析の方法を理解する

評価項目・方法

回科目名 データ活用と農業経営I	 授業回数 第 15

単元名 データを用いた分析実習2

指導計画
データの分析の方法を学ぶため、具体的
なツールを利用し実習を行う。

単元目標 データの分析の方法を学ぶ。

学生の活動

導入 10
具体的な例を紹介する中で、動画やデモンストレーションなどを
利用し興味を引く。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をするこ
とで、要点の認識や、振り返り等の活動に
利用する。

実習

データの分析の方法を学ぶ。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、
語彙・用語を認識に利用する。

情報技術を理解する際に、複数の機能
が盛り込まれているために、ポイントが
わからなくなってしまう。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の
習得を効率的に行う。

□
課題テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し
改善を行う。

日常で利用しているものなどを例にとり
説明を行う。また、具体的に作業を行い
成果にすることで、利便性を実感しても
らう。

□
動画の利用
反復学習等に利用することで、効果的に
学習を行う。

課題をテキストや電子機器を用い、学習
する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、正しく行える事

留意点
・学習教材として情報端末とネットワーク環境が必
須

宿題等
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科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 学科名   

分類 必修/選択 配当年次・学期   

授業時数 15 単位数   

授業方法 講義＋演習 企業等との連携 〇：該当 

担当教員   
実務経験のある 

教員科目 
〇：該当 

科目概要 
マーケティングやデータ分析の基礎スキルなどを学習し、データ分析ツールを利用して、

データマーケティング実習を行い、農業経営への活かし方を学ぶ 

到達目標 
(目標検定･資格含む) 

農業分野でデータを活用して活躍できるデータマーケィング人材となれるよう、基礎的な

マーケティングスキルやビッグデータ分析スキルを習得する 

使用教材・教具 

(使用テキスト等) 
既存及び開発教材 

成績評価の方法 

・基準 

小テスト・テスト、実習態度、習熟度、学習者のグループ評価等を総合的に判断し評価す

る。 

履修に当たって 

の留意点 

データを活用した農業の将来像が描けるように、データを共有・活用できるスキルを身に

付ける 

                                

授業計画 テーマ 内容 

第１回目 農業・農産物の価値 農業や農産物が持つ価値の考察 

第２回目 消費者の求める価値 価格以上に消費者が求めるもの 

第３回目 生産者と消費者の融合 取り組み事例から学ぶマーケティングのポイント 

第４回目 ブランディング ブランド形成に求められるもの 

第５回目 価値を伝える手法 価値の効果的な宣伝・販売方法 

第６回目 顧客との関係構築 顧客満足度向上と顧客離れ防止 

第７回目 立地と流通 立地条件と流通機能の役割 

第８回目 地域との連携 地域ネットワーク構築による販売内容の多角化 

第９回目 マーケティング演習 1 農作物・こだわり・顧客との信頼構築演習 

第１０回目 マーケティング演習 2 直売所における戦略構築演習 

第１１回目 各種ツールの活用 1  地域経済分析 

第１２回目 各種ツールの活用 2 購買データ分析 1 

第１３回目 各種ツールの活用 3 購買データ分析 2 

第１４回目 データ分析演習 1 データの見える化（Excelによるグラフ作成演習） 

第１５回目 データ分析演習 2 各種ツールを用いた分析演習 
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・品質３要素

・商品コンセプト

・付加価値

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
農産物の価値について、様々な側面から価値を見出
せるように、多くの意見を取り入れるようにする。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

農産物に求められる付加価値について考
察する。需要の高い農産物を例に挙げ、
なぜ消費者に受け入れられているのかを
「品質３要素」・「商品コンセプト」に照らし
合わせる。その上で、これからの農業や
農産物に求められる付加価値を見出して
いく。 □

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

付加価値は消費者ごとに価値基準が異
なり、形の無いものもある。需要の高い農
産物に照らし合わせて付加価値を探るに
あたり、具体的に付加価値を見出すには
時間が掛かる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

一人ひとりに付加価値の高い農産物を考
えさせ、その理由を挙げさせる。需要の高
い農産物を生み出すには何が必要かを
問いかける。

学生の活動

導入 10
商品（サービス）に対する価値観とは何かを考える。消費者が商品
（サービス）から満足を得る品質3要素を挙げる。

単元名 農業・農産物の価値

指導計画

農産物に対して消費者の求める付加価値
を考える。消費者ニーズに応え、需要を伸
ばしている農産物や加工品を例に挙げ、そ
の理由を考えさせていく。単元目標 農業や農産物が持つ価値の考察

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 1
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・商品の購買行動による商品分類

・商品価値を高める役割

評価項目・方法

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 2

単元名 消費者の求める価値

指導計画

消費者の購買行動による商品分類。商品
に求める機能と性能。商品デザイン、色、
ブランドネーム・ブランドマークの機能を例
に挙げながら、消費者の求める価値につい
て考察させる。単元目標 価格以上に消費者が求める価値を探る

学生の活動

導入 10
受講者に自身の購買行動について考えさせる。
また、商品（サービス）を購入（利用）した理由を考えさせる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

購買行動により、商品は①最寄品②買回
品③専門品に分類されることを伝え受講
者自身が利用する店舗を購買行動別に
挙げさせる。また、商品を購入する際のポ
イントを機能と性能以外（デザイン・色・ブ
ランドネーム・マーク）から考える。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

同じ商品（サービス）の中でどのような商
品（サービス）が売れているのか、売れて
いないのかを把握する意味で商品分類を
しながら考えていく。しかし、普段の生活
の中で商品（サービス）に興味・関心を
持っていなければ、なかなか考えがまとま
らない。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

商品を購入した理由、または購入したい
理由を挙げさせながら、なぜ魅力的に感
じたのかを考えさせながら展開していく。
今まで購入してきた商品を振り返りなが
ら、今後購入したいと思う商品を時系列に
挙げていく。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
受講者自身の購買行動について、振り返させ、そのこ
とがどのように需要に結び付いているのか、多くの意見
交換しながら考えさせる。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・地産地消の推進事例

・食品ロス削減と食育

・生産者と消費者の融合から生まれる効果

評価項目・方法

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 3

単元名 生産者と消費者の融合

指導計画
生産者と消費者との交流の促進や農業の
活性化への取り組み事例を取り上げ、生産
者と消費者の融合の必要性を学ぶ。

単元目標 取り組み事例から学ぶマーケティングのポイント

学生の活動

導入 10
農林水産省が食や農林水産業への理解の増進を図るために行って
いる取り組みを紹介

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

地産地消の推進について取り上げる。消
費者は生産者の顔が見え、話もできる環
境で、地場産物を購入する機会が得られ
ることで生産者とのコミュニケーションが得
られる。そのことが、両者の信頼関係につ
ながり固定客化が図れることを学ぶ。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

地産地消、食品ロス削減、環境への配
慮、食育など、生産・流通・消費の過程の
中で行われている取り組みを具体例を挙
げながら結び付けていく。しかし、その取
り組みが身近に感じられないと関心が生
まれないと思われる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

生産者と消費者が融合することで生まれ
る効果を考えながら、実際に行われてい
る取り組み事例を紹介していく。さらに受
講者からの案を引き出せるようにする。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
生産者と消費者を結び付ける案を多くの意見交換しな
がら考えさせる。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・ブランド価値とは何か

・農業のブランディングとは

・農産物のブランド力の伝え方

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
農産物のブランド価値が消費者の購入動機につな
がっていることを理解させながら、発信する情報を挙げ
させていく。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

農産物もブランディングが必要となっている。

消費者が求めている情報は何かを考える。

的確な情報を発信できることが商品のブラン

ド価値となり、消費者の購買意欲につなが

る。味・生産者・安全性・環境への配慮・農

産物への想い・調理方法などをどのように発

信するかがカギとなる。
□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

農産物のブランドは、生産地の風土、品
種、特徴、生産者の想いなど様々な情報
源から形成される。またその情報を発信
する方法も様々である。これらの情報をブ
ランド価値として見出すには時間を要す
る。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

ブランドの魅力は何かを考える。農産物も
ブランド力（商品のあらゆる情報）は必要
であり、消費者の購入動機に繋がってい
ることを伝える。農業にブランディングが
必要であることを理解させ、農産物のブラ
ンド価値は何かを問う。

学生の活動

導入 10
ブランドネームは消費者へ安心を届ける重要なメッセージ機能を果
たしている。ブランドネームが商品を効果的に認知させる。

単元名 ブランディング

指導計画

ブランディングの必要性、生産される農産
物に関するあらゆる情報がブランド価値と
なることを伝え、その情報発信方法を考え
ていく。単元目標 ブランド形成に求められるもの

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 4
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・リージョナルプロモーションの種類

・リージョナルプロモーションの特徴

評価項目・方法

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 5

単元名 価値を伝える手法

指導計画
リージョナルプロモーションについて種類、
特徴を具体例を挙げながら理解させる。

単元目標 価値の効果的な宣伝・販売方法

学生の活動

導入 10 商品を消費者に知ってもらうための手法を挙げさせていく。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

リージョナルプロモーションの種類①来店
（プル戦略）②売り込み（プッシュ戦略）③
購買促進（プット戦略）と特徴（具体例）を
挙げ、リージョナルプロモーションは限定
された商圏内の顧客を対象に行われた販
売促進策である事を理解させる。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

ここでは、様々な手法を紹介し、専門用
語も用いるため実際に店舗等で行われて
いる各種取り組みと用語を結び付けるの
にはある程度の時間を要する。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

消費者の立場から、来店意欲や購買意
欲を生み出す要因は何かを考えさせなが
ら、実際に店舗運営で行われている手法
を紹介していく。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
このテーマでのポイントとなる、プル戦略、プッシュ戦
略、プット戦略、パブリシティ、口コミ、プレミアム等の
専門用語と具体例を結び付ける。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・顧客満足度の新旧３原則

・ホスピタリティ、エンターテインメント、プリヴァレッジ

・顧客維持政策

・フリークエント・ショッパーズ・プログラム

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
顧客満足経営に取り組む企業が増える中、その目的
が顧客の固定化を図る顧客維持政策と大きく関わって
いることを特に伝える。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

競合企業との差別化を図るべく、売上志
向から顧客中心の考え方に転換してい
る。ＣＳ(顧客満足)経営に取り組む中で、
具体的にどのような手法が取られている
のかを理解させる。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

ここでは、専門用語も用いるためＣＳ経営
の中で行われている各種取り組みと用語
を結び付けるのにはある程度の時間を要
する。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

受講者自身がリピーターとして複数回訪
れる理由は何かを考えさせる。その上で、
その理由が企業側が取り組んでいるＣＳ
経営の手法と結び付けられる様に展開し
ていく。

学生の活動

導入 10
繰り返し来店(リピーター)する理由は何かを問いながら、その理由
（魅力）例を挙げる。

単元名 顧客との関係構築

指導計画
ＣＳ（顧客満足）経営に多くの企業が取り組
むが、その手法を取り上げる。また、ＣＳ経
営のメリットについて考えていく。

単元目標 顧客満足度向上と顧客離れ防止

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 6
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・商圏の区分　ライリーの法則　ハフモデル

・商圏の特性と重要性と決定要因

・競合店調査（ストアコンパリゾン）

・流通の必要性と６つの分化（ギャップ）

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
商圏内に潜在する顧客を競合店の動向を見ながら獲
得すべく取り組んでいるが、商圏の特性を捉えるため
にどの様な手法が取られているか考えさせる。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

商圏の範囲は第１次商圏から第３次商圏ま

である点、商圏の特性はその地域の歴史と
風土、人口構造、産業構造で決まることを理
解させる。また立地の決定要因を具体的に

挙げていく。また、生産者と消費者を結び付
ける役割を持つ流通業についてその機能を
伝える。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

商圏はあらゆる角度から検証するため商
圏内に存在する特性は多種多様である。
また証券の範囲の測定と設定方法につい
ても複数存在するため、理解するための
時間が必要である。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

受講者自身の商圏の範囲を利用している
店舗ごとに考えさせる。消費者の買い求
める商品と商圏の関連性に触れながら展
開していく。また生産者と消費者との分化
（ギャップ）を解消する流通業についても
触れていく。

学生の活動

導入 10
商圏とは消費者が買い物のために来店する地理的、時間的範囲で
ある事を伝え、身近なコンビニエンスストア、スーパーマーケット、
ショッピングセンターなどの商圏を例に挙げる。

単元名 立地と流通

指導計画

商圏の特性を取り上げ、立地条件の重要
性を理解させる。立地の決定要因と競合店
調査の関連性を伝える。立地条件と流通機
能の役割について取り上げる。単元目標 立地条件と流通機能の役割

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 7
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・農と食の連携と経済の活性化

・連携事例

・課題の克服

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
農業・食品産業・消費者それぞれの立場で考え、連
携によって得られる経済効果は大きい。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

農と食の連携強化は、農業従事者は食品産

業に対する農産物の販売拡張、食品産業は
地元の農産物の利用による競合相手との差
別化と消費者に対する訴求力の向上、そし

て消費者は生産者や加工者の顔が見え安
心安全な食の提供を受けられる等のメリット
を学ぶ。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

農食連携には生産者が食品業者のニー
ズに対応することが必要であり、食品産業
は食材の数量や納品時期、価格や品質
面での制約を緩和することも大切である。
しかしながら、まだ取り組めない実情も存
在しているという矛盾もあり課題も存在し
ている。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

農業・食品産業・消費者の連携強化が地
域経済を活性化させるうえで重要である
点を伝える。連携することでの利点を挙
げ、具体的な事例を挙げる。この取り組み
の課題点も取り上げる。

学生の活動

導入 10
農食連携の強化が地元地域の農業や経済を活性化させるうえで重
要な事を伝える。

単元名 地域との連携

指導計画
地元地域での農業と食品産業・消費者の
連携事例を挙げながら、連携強化が地域
経済の活性化にもつながる事を伝える。

単元目標 地域ネットワーク構築による販売内容の多角化

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 8
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・マーケティングとは

・農業のマーケティングとは

・消費者ニーズを知るためには

・情報発信方法

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
消費者ニーズを的確に捉えた品ぞろえが農業生産者
が消費者の信頼を得ることにつながる事を理解させ
る。

宿題等

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

消費者ニーズを考える（安心で安全な野菜

を求める消費者、安値を求める消費者、見た
目を重視する消費者）。ターゲットを絞る。消
費者へのアピールポイントを考える。魅力の

伝え方を考える。消費者からの信頼を得るこ
とが重要。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

農業のマーケティングを構築するというこ
とは、農業の活性化と利益の向上、生産
者に対する消費者からの理解を得ること
につながるが、農業にマーケティングの考
えがまだ浸透していないのが実情である
ため。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

マーケティングとは何か、農業に必要な
マーケティングは何かを問いながら、農業
の活性化と儲かる農業につながるための
手法を考える。

学生の活動

導入 10 農業のマーケティングとは何かを考える。

単元名 マーケティング演習１

指導計画
農産物の消費者ニーズを考え、ターゲット
顧客を絞り、品ぞろえを行い、商品を消費
者に伝える手段を挙げていく。

単元目標 農産物・こだわり・顧客との信頼構築演習

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 9
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・従来の農産物流通

・今後の農産物流通

評価項目・方法

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 10

単元名 マーケティング演習2

指導計画

直売所の展開（販路）について考える。
①スーパーマーケット　②コンビニエンスス
トア　③道の駅　④飲食店　⑤通信販売
⑥無人販売所　など農産物を直接出荷・販
売する場所ごとにメリットとデメリットを考え
提案する。

単元目標 直売所における戦略構築演習

学生の活動

導入 10 農産物の販路（流通経路）について

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

多様化する農産物の販路（流通経路）を考

える。①スーパーマーケット　②コンビニエン

スストア　③道の駅　④飲食店　⑤通信販売

⑥無人販売所　など農産物を直接出荷・販

売する場所ごとにメリットとデメリットを考え提

案する。また実際に販売に取り組んでいる実

例も追う。
□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

多様化する農産物の流通ルートの中でど
の販路が有効なのかを探るためには結論
を出しづらいと考えられる。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

受講者が認識している農産物の販路を挙
げさせていく。その販路のメリットとデメ
リットを比較させ、販路の拡大の戦略を構
築提案していく。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
各種直売所の農産物販売事例を具体的に挙げてい
く。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・産業マップ

・観光マップ

・人口マップ

・自治体比較マップ

評価項目・方法

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 11

単元名 各種ツールの活用1

指導計画
地域経済分析システム（RESAS）の基本操
作を学ぶ。

単元目標 地域経済分析

学生の活動

導入 10 地域経済分析システムとは

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）の基本操

作を学ぶ。4つのマップ「産業マップ」・「観光

マップ」・「人口マップ」・「自治体マップ」を取

り上げその内容を確認し、これらのデータを

どの様に活用すれば有効的なのかを検討し

ていく。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

４つのマップに掲載されている各データ
の中からどのデータを抽出すべきかその
利用方法を理解するためには時間を要す
る。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）を紹介
し、データ活用方法事例を示す。また、
データ活用方法のアイデアも導き出して
いく。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
地域経済分析システムを活用した戦略の立案を目標
とする。

宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・消費者購買情報の利用の仕方

評価項目・方法

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 12

単元名 各種ツールの活用2

指導計画
消費者購買情報（ＩＤ-ＰＯＳ）を利用し、消
費者動向を探求する。

単元目標 購買データ分析1

学生の活動

導入 10 購買データとは1

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

消費者購買情報を用いて購買データ分
析を行う。市場データを様々な角度から
分析。地域・年齢・性別・価格帯・シェア
率などのデータを分析する。
マーケティングへの活用と結び付ける。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

豊富なデータ情報からどのデータを利用
すべきかを判断・選択する方法を身に付
けていくためには時間を要する。

□

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

興味・関心の商品の売れ行き（購買情
報）から購買データ分析を行う。そこか
ら、分析を様々な角度に広げながら、展
開する。

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点 購買データを活用した戦略の立案を目標とする。 宿題等
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・消費者購買情報の利用の仕方

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点 購買データを活用した戦略の立案を目標とする。 宿題等

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

興味・関心の商品の売れ行き（購買情
報）から購買データ分析を行う。そこか
ら、分析を様々な角度に広げながら、展
開する。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

消費者購買情報を用いて購買データ分
析を行う。市場データを様々な角度から
分析。地域・年齢・性別・価格帯・シェア
率などのデータを分析する。
マーケティングへの活用と結び付ける。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

豊富なデータ情報からどのデータを利用
すべきかを判断・選択する方法を身に付
けていくためには時間を要する。

□

学生の活動

導入 10 １１回からの継続

単元名 各種ツールの活用3

指導計画
消費者購買情報（ＩＤ-ＰＯＳ）を利用し、消
費者動向を探求する。

単元目標 購買データ分析2

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 13
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・Excelの機能

・関数

・各種グラフ作成

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点 グラフ化の技術を習得する。 宿題等

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

Excelの入力方法・機能を紹介しながら、
特にグラフ作成・関数の利用方法を理解
させる。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

データ（数値）をグラフ化することによりよ
り効果的にデータ分析を行う。数値の変
化や構成割合などを比較分析するために
グラフの作成方法を紹介する。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

どのグラフを採用すべきかの理解・判断に
時間を要すると思われる。

□

学生の活動

導入 10 グラフ化する意味について

単元名 データ分析演習1

指導計画
データ（数値）をグラフ化しより効果的に
データ分析を行えるようにする。

単元目標 データの見える化（Ｅｘｃｅｌによるグラフ作成演習）

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 14
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コマ シラバス

段階 時間 学習内容・講師の活動

系統性：

本質：

理解の困難の理由：

展開の手法：

・各種グラフ作成

評価項目・方法

課題をテキストや電子機器を用い、習得の
状況を把握する。

課題を実施し、課題の７０％以上を達成とする。また、未達成に関しては宿題等を利用する。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本項で学ぶことは、以下の事項であり、知識として理解している事

留意点 作成したグラフから情報を読み取る。 宿題等

質疑応答
参加意識を持ち質疑応答を行い知識の習
得を効率的に行う。

□
確認テスト
知識範囲の理解の正誤や整合を認識し改
善を行う。

前回（データ分析演習1）学習したExcel
を用いたグラフ技術を用いて地域経済分
析データと購買データをグラフ化する。そ
れにより、データ分析を行う。

展開 60

□

記録
ノートやデジタル機器とうに記録をすること
で、要点の認識や、振り返り等の活動に利
用する。

座学

地域経済分析情報のデータや購買デー
タから得られた情報（数値）をグラフ化しよ
り視覚的に情報を捉える。

□

マーキング
教材やテキスト等にマーキングを行い、語
彙・用語を認識に利用する。

どのグラフを採用すべきかの理解・判断に
時間を要すると思われる。

□

学生の活動

導入 10 データ分析演習1から継続

単元名 データ分析演習2

指導計画
地域経済分析情報・購買データの数値を
グラフ化し分析する。

単元目標 各種ツールを用いた分析演習

回科目名 データ活用と農業経営Ⅱ 授業回数 第 15
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Ⅲ-2 教材 
 

 

１．テキスト作成 
 テキストの作成は下記の通りである。 

 なお、詳細については別冊をご参照いただきたい。 

 

科目 作成個所 ページ数 

露地栽培Ⅰ 

第 7回 栽培管理実習 6 

第 11回 センシングを用いた収穫予測 21 

温室栽培Ⅰ 
第 10回 誘引・芽かき 

第 11回 葉かき 

第 14回 環境制御 

63 

農業データ基礎 第 1回～第 15回 81 

農業 ICT概論 第 1回～第 15回 103 

付加価値を高める栽培管理 第 9回～第 15回（有機 JAS） 89 

センシング技術基礎 第 1回～第 15回 122 

ドローン基礎 

国際情報工科自動車大学校様作成テキスト「ドローン・ワ

ークブック」 

（福島県ロボット産業の基盤となるドローン活用人材養成

事業）使用 

ドローン応用・活用 第 1回～第 15回 99 

農業データ活用 第 1回～第 15回 79 

データ活用と農業経営Ⅰ・Ⅱ 第 1回～第 15回 110 

 
  



204 

 

（１）露地栽培Ⅰ 温室栽培Ⅰ  

 

 

（２）農業データ基礎 
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（３）農業 ICT概論 

 

（４）付加価値を高める栽培管理 
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（５）センシング技術基礎 

 

 

（６）ドローン応用・活用 
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（７）農業データ活用 

 

 

（８）データ活用と農業経営Ⅰ・Ⅱ 
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Ⅳ．実証報告 
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Ⅳ．実証報告 

 

１．実証講座の実施目的 

 本事業における実証講座は、開発したｅラーニング教材を使用した短期講座を開講し、

学習データの収集を行うことを目的としている。今年度は実証講座 1「ｅラーニングシス

テム活用の検証」、実証講座 2「対面型授業とｅラーニングの双方を実施し、EdTech を

活用した学習方法の有用性及び学習効果の検証」、実証講座 3「年間の授業としての検証」

を行った。 

 

２．実施内容 

 

（1）「アグリスマートワーク人材養成講座（公開編）」 

標記講座のシラバスは下記の通りである。この講座は MOOC(大規模公開オンライン講

座)プラットフォーム「gacco」を利用して実施した。 

章  節  単元  コンテンツタイトル  
動画  

時間  

確認  

テスト  

講師

名  

1 章    導入編  1:05:27    
 1 節  プログラム開発背景  0:16:54 

理解度

確認  

クイズ 

第 1 章 

(10 問)  

石関

和泰  

  
   単元 1 プログラム開発が必要な背景  0:10:15 

   単元 2 プログラム開発の趣旨・目的  0:02:06   
   単元 3 プログラムの概要  0:03:15   
   単元 4 プログラム開発科目  0:01:18   
 2 節   Society 5.0 時代の農業 （農業 ICT 概論第 1 回） 0:33:24   
   単元 1 現在の日本農業が抱えている課題  0:05:18   
   単元 2 スマート農業の将来像  0:06:24   

   単元 3 
スマート農業の活用例①超省力・大規模生産を実

現 
0:03:16   

   単元 4 
スマート農業の活用例②作物の能力を最大限に発

揮 
0:06:41   

   単元 5 
スマート農業の活用例③きつい作業、危険な作業

から解放  
0:04:21   

   単元 6 
スマート農業の活用例④誰もが取り組みやすい農

業を実現  
0:03:39   

   単元 7 
スマート農業の活用例⑤消費者・実需者に安心と

信頼を提供  
0:03:45   

 3 節  
スマートファーマーとは  （農業 ICT 概論 第 1

回） 
0:15:09   

   単元 1 スマートファーマーとは 0:06:08   
   単元 2 スマートファーマーに求められる意識  0:01:43   
   単元 3 求められるスマートファーマーの養成  0:04:12   
   単元 4 スマートファーマーが実現する農業の新 3Ｋ  0:03:06   

2 章    栽培管理編  1:59:25    
 1 節   光合成と植物生理 (温室栽培Ⅰ 第 14 回） 1:08:30 理解度 石関
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   単元 1 光合成の目的  0:04:52 
確認  

クイズ 

第 2 章 

(10 問)  

和泰  

  
   単元 2 光合成と葉緑体  0:05:47   
   単元 3 光合成の過程  0:06:36   
   単元 4 光合成を支配するもの（光）  0:07:50   
   単元 5 光合成を支配するもの（温度）  0:04:39   
   単元 6 光合成を支配するもの（ＣＯ2） 0:04:37   
   単元 7 光合成を支配するもの（水）  0:11:00   
   単元 8 光合成を支配するもの（蒸散）  0:03:19   
   単元 9 光合成を支配するもの（飽差）  0:08:27   
   単元 10 飽差の数値の意味  0:11:23   

 2 節 

  

センシングを用いた収穫予測（露地栽培Ⅰ第 11

回） 
0:35:49 

石関

和泰  

     単元 1 収穫予測の目的  0:02:55 
   単元 2 収穫予測方法（積算温度）  0:09:31   
   単元 3 収穫予測方法（有効積算温度）  0:09:49   
   単元 4 収穫予測練習  0:07:01   
   単元 5 センシング  0:06:33   
 3 節  温室栽培の作業  （温室栽培Ⅰ 第 10 回・11 回） 0:15:06 石関

和泰  

  
   単元 1 芽かき  0:06:33 

   単元 2 誘引  0:05:20   
   単元 3 葉かき  0:03:13   

3 章    ICT 化編  0:41:44    
 1 節  農業センシング概論（センシング技術基礎第 1 回） 0:10:22 

理解度

確認  

クイズ 

第 3 章 

(10 問)  

佐々

木憲

昭   

   単元 1 農業センシングとは  0:10:22 
 2 節  センシング実習  （センシング技術基礎  第 11 回） 0:07:45 
   単元 1 環境計測センサ BOX 0:02:25   
   単元 2 誰でも作れる！UECS センサ BOX 0:01:59   
   単元 3 鳥獣罠検知センサ  0:02:17   
   単元 4 LPWA 温・湿度センサ  0:01:04   
 3 節  センサの作成  （センシング技術基礎  第 12 回） 0:19:10 石関

和泰  

  
   単元 1 センサ作成に必要な部品  0:05:50 

   単元 2 製作手順  0:06:17   
   単元 3 センサボックスの設定  0:04:35   
   単元 4 センサの設定  0:02:28   
 4 節  センサの設置  （センシング技術基礎  第 12 回） 0:04:27   
   単元 1 センサボックスの設置  0:04:27   

4 章    ICT 活用事例編  0:45:25   
 1 節  深刻な鳥獣被害  （農業 ICT 概論 第 13 回） 0:12:50 

理解度

確認  

クイズ 

第 4 章 

(10 問)  

石関

和泰     単元 1 鳥獣被害の現状  0:05:40 
   単元 2 鳥獣被害の原因  0:04:20   
   単元 3 主な獣害対策  0:02:50   

 2 節 

  

ICT を用いた塩尻市の獣害対策   

（農業 ICT 概論 第 13 回） 
0:32:35   
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   単元 1 塩尻市の概要  0:03:40   
   単元 2 ICT を用いた獣害対策を導入した背景  0:03:00   
   単元 3 獣害対策の流れ  0:03:20   
   単元 4 導入システム  0:05:35   
   単元 5 効果  0:05:40   
   単元 6 成功のポイント  0:06:30   
   単元 7 今後の課題  0:01:50   
   単元 8 まとめ  0:03:00   

5 章    データ活用編  0:54:49  石関

和泰  

  
 1 節 

  

営農で活用される農業データ 1  

（農業データ活用  第 2 回） 
0:27:59 

理解度

確認  

クイズ 

第 5 章 

(10 問)  

   単元 1 スマート農業の現在位置  0:10:56   
   単元 2 次世代施設園芸、植物工場  0:12:33   
   単元 3 ＧＰＳを活用した農業機械の精密制御  0:04:30   

 2 節 

  

営農で活用される農業データ 2  

（農業データ活用  第 3 回・4 回）  
0:26:50   

   単元 1 
スマートフォン、タブレットを活用した作業・生育管

理 
0:09:45   

   単元 2 ＰＯＳと栽培・在庫情報連携による販売管理  0:04:58   
   単元 3 作業時間から人件費の把握  0:06:09   
   単元 4 コストの明確化により、収入増  0:05:58   
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（２）学内実証講座 

学内実証講座は下記の通り実施した。 

実証

講座 
科目 実証講座実施内容 

期間 対象 

1 温室栽培Ⅰ 第 14 回 環境制御 

令和 2 年 5

月 

農業経営学科農

業 ICT 専攻１年

生 8 人、ファー

ム農業経営学科

1 年生 18 人 

2 

 

露地栽培Ⅰ 第 7 回 栽培管理実習 

令和 2 年 9

月～令和 2

年 12 月 

農業経営学科 1

年生（20 名）、

ファーム農業経

営学科 1 年生

（18 名） 

農業 ICT 概論 

第 1 回 ICT・スマー

ト農業とは 

令和 2 年 6

月～令和 2

年 12 月 

農業経営学科農

業 ICT 専攻 1 年

生（8 名） 

第 11 回 学習支援で

の事例 

令和 2 年 12

月 

ファーム農業経

営学科留学生 3

年生（6 名） 

3 

農業データ基礎 第 1 回～第 15 回 

令和 2 年 10

月～12 月 

農業経営学科農

業 ICT 専攻 2 年

生（2 名） 

付加価値を高める栽

培管理 
第 9 回～第 15 回 

令和 2 年 10

月～令和 2

年 12 月 

農業経営学科農

業ビジネス専攻

1 年生（12 人）、

同 2 年生（7

人） 

センシング技術基礎 
第 12 回 センシング

実習 2 

令和 2 年 6

月～令和 2

年 9 月 

農業経営学科 2

年生（9 名） 

ドローン基礎 

国際情報工科自動車大

学校様作成テキスト

「ドローン・ワークブ

ック」（福島県ロボッ

ト産業の基盤となるド

ローン活用人材養成事

業）使用 

令和 2 年 10

月～令和 2

年 12 月 

農業経営学科農

業 ICT 専攻 1 年

生（8 名） 

ドローン応用・活用 第 1 回～第 15 回 

令和 2 年 6

月～令和 2

年 9 月 

農業経営学科農

業 ICT 専攻 2 年

生（2 名） 

農業データ活用 第 1 回～第 15 回 

令和 2 年 10

月～令和 2

年 12 月 

農業経営学科農

業 ICT 専攻 2 年

生（2 名） 

データ活用と農業経

営Ⅰ 
第 1 回～第 15 回 

令和 2 年 6

月～令和 2

年 12 月 

農業ビジネス学

科農業 ICT 専攻

1 年生（8 名） 

データ活用と農業経

営Ⅱ 
第 1 回～第 15 回 

令和 2 年 6

月～令和 2

年 12 月 

農業ビジネス学

科農業 ICT 専攻

1 年生（8 名） 
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実証講座 1：ｅラーニングシステム活用の検証 

実証講座 2：対面型授業とｅラーニングの双方の検証  

実証講座 3：年間の授業としての検証 

 

３.結果報告 

 

（１）アグリスマートワーク人材養成講座（公開編）」（gacco） 

標記講座の実施結果について、下記の通り報告する。 

ⅰ）本講座の実施状況概要 

 受講登録者            ９９６人  

   うち、受講前アンケート回答者  ４６０人（回答率 ４６．２％）  

   うち、受講後アンケート回答者  １６９人（回答率 １７．０％）   

   うち、受講修了者        ２４３人（修了率 ２４．３％）  

   うち、修了証発行者数 ※    １３５人（発行率 １３．６％）  

※修了証発行条件：受講前・受講後アンケートの提出及び、課題の得点率 70%以

上 

 

ⅱ）運営スケジュール  

「アグリスマートワーク人材養成講座（公開編）」（以下、本講座という）の募集

や開講期間等の運営スケジュールは以下のとおりであった。  

募集開始より開講日は約 1 ヶ月半近く確保することにより、より多くの受講者が募

集できるように配慮した。また、章ごとにもうけた課題提出期限は原則公開日から 3

週間後に設定したが、第 1 章については開講してから 4 週間後に設定した。これは

開講日以降に受講登録をしても十分な受講期間を確保し、全講座を修了することがで

きるように設計したものとなっている。  

 

◆募集開始  ９月１７日（木）１５時  

 ◆開講日  １０月２９日（木）１５時  

 ◆受付期間 １２月２５日（金）  

       ※修了証の発行が可能な登録期間は１１月２５日まで  

 ◆開講後の公開スケジュール  

章 公開日 課題提出期限 

第１章 導入編 １０月２９日 １１月２５日 

第２章 栽培管理編 １１月 ５日 １１月２５日 

第３章 ICT 化編 １１月１２日 １２月 ２日 

第４章 ICT 活用事例編 １１月１９日 １２月 ９日 

第５章 データ活用編 １１月２６日 １２月１６日 
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ⅲ）gacco 上での講座紹介状況 

１）トップページの表示 

①開講日まで（～１０月２８日）  
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②開講日以降  

 

 

２）講座内容の紹介ページ  

①表示内容  
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②講座紹介 PV（中央農業大学校にて作成）  

    ◆長さ ３分２０秒  
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３）受講登録者 ：９９６人  

   上記 1）2）の募集活動等を経て、受講登録者は 996 人となった。  

 

 

 

 

ⅳ）受講登録者について（受講前アンケートの回答結果）  

１）受講者の概況  

 ・受講者の 8 割は男性で有り、40～60 歳が約半数を占めており、4 割強が関東圏

に居住し、フルタイム勤務が 6 割以上であり、受講者の多くが社会人であった。

専門学校生や大学生は 1 割程度であった。  

 ・本講座は 7 割が「gacco の Web サイト」で認知しており、「アグリスマートワ

ーク・スマート農業というテーマに興味があった」「スマート農業に興味があっ

た」人が約 6 割となっていた。  

 ・スマート農業については、9 割が“関心がある”と回答しているが、“関心はあ

るが、あまり理解していない”受講者が 7 割を占めていた。また、“農業に従事

している”人は 1 割未満であるが、“農業に従事していないがスマート農業に取

り組んでみたいと考えている”受講者が 3 割以上となっていた。  
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２）アンケート結果の概要  

 ①回答状況  ４６０人 

 ②アンケート結果の概要  

  ◆性別 

   男性が 80.4％と 8 割を占めている。 

     
 

  ◆年代 

   50 代が 25.9％と最も多く、次いで 40 代が 23.9％となっている。 

     
 

◆居住地 

 関東が 44.3％と最も多く、次いで中部が 16.1％、近畿が 15.7％となっている。 

     
 

80.4% 18.3%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

性別

男性 女性 その他

7.4%
13.3% 25.9% 23.9% 14.1% 11.3%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年代

70代以上 60代 50代 40代 30代 20代 10代

4.1%

4.8%

44.3%

16.1%

15.7%

4.1%

2.6%

5.9%

2.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

北海道

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州・沖縄

海外

居住地
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  ◆職種 

   フルタイムが 62.4％と最も多く、次いで無職が 16.1％となっている。 

     
 

 

  ◆講座の認知経路 

   gacco の Web サイトが 77.2％と最も多くなっている。その他、中央農業大学校の

Web サイトが 6.3％、メール（メールマガジン）が 6.7％、知人からの紹介が 6.3％

となっている。 

 

  
 

  

62.4%

6.3%

2.2%

16.1%

0.2%

0.0%

2.2%

7.0%

2.0%

0.4%

0.2%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

フルタイム

パートタイム、アルバイト

専業主婦（夫）

無職

小学生

中学生

高校生

短大生・高専生・専門学校生

大学生

大学院生（修士課程）

大学院生（博士課程）

上記以外の学生

職業

7.8%

77.2%

6.3%

3.9%

6.3%

0.7%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

JMOOCのWebサイト

gaccoのWebサイト

中央農業大学校のWebサイト

ブログ・Facebook・Twitter等のソーシャルメディア

知人からの紹介

普及講演会

メール（メールマガジン）

講座の認知経路
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  ◆受講の動機 

   「スマート農業に興味があった」が 67.0％と最も多く、次いで「アグリスマートワ

ーク・スマート農業というテーマに興味があった」が 58.3％となっている。 

  
 

 

  ◆「スマート農業」への関心度・理解度 

   スマート農業については、「関心はあるが、あまり理解していない」が 78.5％とな

っている。また、「関心があり、理解もしている」が 13.9％となっている。 

     
 

  

  

58.3%

67.0%

8.3%

3.5%

8.5%

6.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

テーマに興味があった

スマート農業に興味があった

MOOCという学びの形に興味があった

知人から受講を勧められた

カリキュラムがどのような内容なのか知りたかった

その他

受講の動機

13.9% 78.5% 1.5%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

スマート農業への関心度・理解度

スマート農業について関心があり、理解もしている

スマート農業について関心はあるが、あまり理解していない

スマート農業について関心はないが、理解はしている

スマート農業について関心はなく、理解もしていない
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 ◆農業・スマート農業との関係 

   「農業には従事していないがスマート農業に取り組んでみたいと考えている」が 36.1％

となっている。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）受講前アンケートの設問内容及び集計結果（問１～問５は gacco の標準仕様設問） 

  ◆設問数  １１問 

（うち、gacco の標準設定５問 問１～問５） 

  ◆設問内容 

問 01．あなたの性別をお知らせください。 ※必須 

01．男性  02．女性  03．その他 

 

性別 回答数 ％ 

01．男性 370 80.4% 

02．女性 84 18.3% 

03．その

他 

6 1.3% 

 

 

問 02．あなたが生まれた年（西暦）を半角数字 4桁でお書きください。 ※必須 

 

   （集計方法：2019年を基準に年齢を算出して年代ごとに集計） 

年代 回答数 ％ 

70代以上 34 7.4% 

60代 61 13.3% 

50代 119 25.9% 

40代 110 23.9% 

30代 65 14.1% 

20代 52 11.3% 

10代 16 3.5% 

 

 

3.0%

8.0% 36.1% 6.7%
2.2%

43.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農業・スマート農業との関係

スマート農業（農業に従事）に取り組んでいる

スマート農業ではないが、農業に従事している

農業に従事していないがスマート農業に取り組んでみたいと考えている

農業分野の学校（高校・専門学校・大学等）で学んでいる

農業分野以外の学校（高校・専門学校・大学等）で学んでいる

その他
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問 03．現在お住まいの都道府県をお選びください。 ※必須 （プルダウン） 

 

都道府県名 回答数 ％ 

01.北海道 19 4.1% 

02.青森県 0 0.0% 

03.岩手県 5 1.1% 

04.宮城県 7 1.5% 

05.秋田県 1 0.2% 

06.山形県 4 0.9% 

07.福島県 5 1.1% 

08.茨城県 15 3.3% 

09.栃木県 10 2.2% 

10.群馬県 30 6.5% 

11.埼玉県 13 2.8% 

12.千葉県 26 5.7% 

13.東京都 66 14.3% 

14.神奈川県 44 9.6% 

15.新潟県 7 1.5% 

16.富山県 13 2.8% 

17.石川県 2 0.4% 

18.福井県 2 0.4% 

19.山梨県 1 0.2% 

20.長野県 7 1.5% 

21.岐阜県 8 1.7% 

22.静岡県 14 3.0% 

23.愛知県 20 4.3% 

24.三重県 6 1.3% 

25.滋賀県 7 1.5% 

26.京都府 7 1.5% 

27.大阪府 23 5.0% 

28.兵庫県 24 5.2% 

29.奈良県 3 0.7% 

30.和歌山県 2 0.4% 

31.鳥取県 1 0.2% 

32.島根県 2 0.4% 

33.岡山県 6 1.3% 

34.広島県 4 0.9% 

35.山口県 6 1.3% 

36.徳島県 3 0.7% 

37.香川県 3 0.7% 

38.愛媛県 6 1.3% 

39.高知県 0 0.0% 

40.福岡県 6 1.3% 

41.佐賀県 2 0.4% 

42.長崎県 3 0.7% 

43.熊本県 4 0.9% 

44.大分県 2 0.4% 
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45.宮崎県 4 0.9% 

46.鹿児島県 3 0.7% 

47.沖縄県 3 0.7% 

48.海外 11 2.4% 

 

 

問 04．あなたの職種について、あてはまるものをお選びください。 ※必須 

01．フルタイム 

02．パートタイム、アルバイト 

03．専業主婦（夫） 

04．無職 

05．小学生 

06．中学生 

07．高校生 

08．短大生・高専生・専門学校生 

09．大学生 

10．大学院生（修士課程） 

11．大学院生（博士課程） 

12．上記以外の学生 

 

選択肢 回答数 ％ 

フルタイム 287 62.4% 

パートタイム、アルバイト 29 6.3% 

専業主婦（夫） 10 2.2% 

無職 74 16.1% 

小学生 1 0.2% 

中学生 0 0.0% 

高校生 10 2.2% 

短大生・高専生・専門学校生 32 7.0% 

大学生 9 2.0% 

大学院生（修士課程） 2 0.4% 

大学院生（博士課程） 1 0.2% 

上記以外の学生 5 1.1% 

 

 

問 05．e-ラーニング（e-learning）を受けたことはありますか。 ※必須 

01．はい  02．いいえ 

選択肢 回答数 ％ 

はい 410 89.1% 

いいえ 50 10.9% 

 

 

 

問 06．問 05で「はい」と回答した方は、以下のうちあてはまるものをすべて選択してくだ

さい。（複数選択式）※任意 

01．gaccoを受講したことがある 

02．他の MOOC（Coursera、edX、Udacityなど）を受講したことがある 

03．学校で e-ラーニング形式の授業を受講したことがある 

04．勤務先で e-ラーニング形式の講義（研修）を受講したことがある 

05．その他の e-ラーニング講座を受講したことがある 



224 

 

 

選択肢 回答数 ％ 

gaccoを受講したことがある 344 74.8% 

他の MOOC（Coursera、edX、Udacityなど）を受講した

ことがある 
71 15.4% 

学校で e-ラーニング形式の授業を受講したことがある 34 7.4% 

勤務先で e-ラーニング形式の講義（研修）を受講した

ことがある 
164 35.7% 

その他の e-ラーニング講座を受講したことがある 64 13.9% 

 

 

問 07．本講座のことをどのようにして知りましたか。あなたが情報を得たものとして、あ

てはまるものをすべて選択してください。※必須 

01．JMOOCの Webサイト 

02．gaccoの Webサイト 

03．中央農業大学校の Webサイト 

04．ブログ・Facebook・Twitter等のソーシャルメディア 

05．知人からの紹介 

06．普及講演会 

07．メール（メールマガジン） 

 

選択肢 回答数 ％ 

JMOOCの Web サイト 36 7.8% 

gaccoの Web サイト 355 77.2% 

中央農業大学校の Webサイト 29 6.3% 

ブログ・Facebook・Twitter等のソーシャルメ

ディア 

18 3.9% 

知人からの紹介 29 6.3% 

普及講演会 3 0.7% 

メール（メールマガジン） 31 6.7% 

 

 

 

問 08．本講義の受講動機としてあてはまるものをすべて選択してください。※必須 

01．アグリスマートワーク・スマート農業というテーマに興味があった 

02．スマート農業に興味があった 

03．MOOCという学びの形に興味があった 

04．知人から受講を勧められた 

05．カリキュラムがどのような内容なのか知りたかった 

06．その他 

 

選択肢 回答数 ％ 

アグリスマートワーク・スマート農業というテーマに興味

があった 

268 58.3% 

スマート農業に興味があった 308 67.0% 

MOOCという学びの形に興味があった 38 8.3% 

知人から受講を勧められた 16 3.5% 

カリキュラムがどのような内容なのか知りたかった 39 8.5% 

その他 30 6.5% 
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問 09．本講座受講前の段階で「スマート農業」に関する関心度ならびに理解度について、

以下のうち一番近いと思うものを選択してください。 ※必須 

01．スマート農業について関心があり、理解もしている 

02．スマート農業について関心はあるが、あまり理解していない 

03．スマート農業について関心はないが、理解はしている 

04．スマート農業について関心はなく、理解もしていない 

 

選択肢 回答数 ％ 

スマート農業について関心があり、理解もしている 64 13.9% 

スマート農業について関心はあるが、あまり理解してい

ない 

361 78.5% 

スマート農業について関心はないが、理解はしている 7 1.5% 

スマート農業について関心はなく、理解もしていない 28 6.1% 

 

 

問 10．あなたの農業・スマート農業との関係について、現在の状態に一番近いものを選択

してください。※必須 

01．スマート農業（農業に従事）に取り組んでいる 

02．スマート農業ではないが、農業に従事している 

03．農業に従事していないがスマート農業に取り組んでみたいと考えている 

04．農業分野の学校（高校・専門学校・大学等）で学んでいる 

05．農業分野以外の学校（高校・専門学校・大学等）で学んでいる 

06．その他 

 

選択肢 回答数 ％ 

スマート農業（農業に従事）に取り組んでいる 14 3.0% 

スマート農業ではないが、農業に従事している 37 8.0% 

農業に従事していないがスマート農業に取り組んでみ

たいと考えている 

166 36.1% 

農業分野の学校（高校・専門学校・大学等）で学んでい

る 

31 6.7% 

農業分野以外の学校（高校・専門学校・大学等）で学ん

でいる 

10 2.2% 

その他 202 43.9% 

 

 

問 11．本講座に期待することがあれば、自由にお書きください。※任意 

（自由記述式） 

【記述内容一覧】 

・スマート農業の現状を知りたい。 

・小規模の週末農業をしています。スマート農業の対象は大規模農業なのだと思い込

んでいますが、小規模であってもあてはまるスマート農業はあるのでしょうか？ 

・WEB学習だけでなく、研修として実務体験をしてみたい 

・スマート農業の現状を理解したい。 

・まったく分からないので、楽しみです。よろしくお願いいたします。 

・関心のあるところを重点的に学びたい。 

・高齢化に伴い、スマート農業は必須になるのではと思っています。定年後、農業し

たいと思っているので魅力を知りたいです。 

・基本的なところから学習できると良いと思います。 

・現在・未来のスマート農業の知見を得て、自身の農業への取り入れ方を学びたい。 
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・ICTを利活用した最先端の農業技術を学びたい。 

・スマート農業の基礎を学びたいと思っている。 

・はじめまして。日々変わる状況に対応し、状況を好転させたいので、自分の知らな

い事、わからない事が少しでも減り、日本の農業が明るい物、憧れの的になったら

良いなと思っています。わからない事多々有りますが、宜しくお願い致します。 

・食糧自給と少子高齢化に役立てる知識と実践能力が身に付くと良いなと思っていま

す。大学の専攻が園芸農学でしたので、卒業後何十年も経った「今」の農業がどう

なっているのかも興味が有ります。 

・農家の技術ノウハウをデータ化し、参入しやすくする事で、国内だけでなく、海外

にも発展性のあるテーマだと思っています。今は農業関連の仕事はしていません

が、今後携わっていきたいので、よろしくお願いします。 

・農作業の省力化が可能かに期待している 

・わかりやすく丁寧におしえてほしい 

・農業初心者にも理解できるように教えてほしいです。 

・楽しみにしております。宜しくお願いいたします。 

・スマート農業について理解を深めたいです。 

・現在どこまでスマート農業が進んでいるのか、これからどのように進んでいくのか

知りたい 

・お腹が空いたので画面から野菜が出てきたらいいなー。（期待） 

・これを機に農業の未来に向けて頑張っていこうと思います。 

・研修先でタブレットと重量計を同期させてデータを自動で蓄積するものがあったの

で、そういう手軽に行えるものが学べるものがあればうれしい。 

・スマート農業を開始するリスクやメリット、開始方法や準備について知りたいで

す。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

ⅴ）受講後の回答について（受講後アンケートの回答結果） 

１）受講修了後の状況 

 ・受講修了者の 8 割強は男性であり、40～60 歳が半数以上を占めている。 

 ・受講に対する満足度は「大変満足」（36.7％）と「まあ満足」（56.8％）を合わせる

と 9 割以上が満足している。 

 ・章ごとに設定した理解度クイズについては、講義動画に対する難易度は「易しかった」

との回答が 7 割以上となっている。また、講義内容の理解を深めるために「大いに役

立った」（11.2％）と「役立った」（70.4％）を合わせると 8 割以上が役に立ったと

している。 

 ・講義動画の字幕は約 8 割が受講の助けになったと回答している。 

 ・もっと深く学びたいユニットは「 ICT 化編」（70.4％）、「データ活用編」

（62.7％）、「栽培管理編」（57.4％）の順に高くなっている。 

 ・スマート農業への取組意欲は「自分の専門分野を通してスマート農業の発展に貢献し

たい」が 3 割強、「機会があればスマート農業に取り組んでみたい」が約 3 割となっ

ており、もっと知りたくなった分野は「センサやデータと作業の関連強化」が約 7 割

となっている。 

 

２）アンケート結果の概要 

 ①回答状況  １６９人 

 ②アンケート結果の概要 

  ◆性別 

   男性が 84.0％と 8 割以上を占めている。 
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  ◆年代 

   50 代が 36.1％と最も多く、次いで 40 代が 20.1％、60 代が 18.3％となっている。 

     
 

  ◆講座の満足度 

   受講した講座に対する満足度は、「大変満足」が 36.7％、「まあ満足」が 56.8％、

「やや不満」が 4.1％、「不満」が 2.4％となっている。 

     
 

  ◆理解度クイズについて 

  ・難易度 

   講義動画に対する理解度のクイズの難易度は、「易しかった」が 72.8％、「非常に

易しかった」が 18.3％となっている。 

84.0% 14.8%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

性別

男性 女性 その他

11.8% 18.3% 36.1% 20.1% 10.1%
3.0%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年代

70代以上 60代 50代 40代 30代 20代 10代

36.7% 56.8%
4.1%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足度

大変満足 まあ満足 やや不満 不満
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  ◆クイズの効果 

    講義内容の理解を深めるためには、「大いに役に立った」が 11.2％、「役に立っ

た」が 70.4％、「あまり役に立たなかった」が 16.6％、「全く役に立たなかった」

が 1.8％となっている。 

     
 

  ◆字幕は受講の助けになったか 

   講義動画に付いている字幕は、助けになった（はい）が 79.9％、助けにならなかっ

た（いいえ）が 20.1％となっている。 

     
 

  

  

3.0%

5.9% 72.8% 18.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理解度クイズの難易度

非常に難しかった 難しかった

易しかった 非常に易しかった

11.2% 70.4% 16.6%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理解度クイズの効果

大いに役に立った 役に立った

あまり役に立たなかった 全く役に立たなかった

79.9% 20.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

字幕は受講の助けになったか

はい いいえ
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 ◆もっと深く学びたいユニット 

   もっと深く学びたいユニットは、「栽培管理編」が 57.4％、「ICT 化編」が 70.4％、

「データ活用編」62.7％となっている。 

     
 

  ◆スマート農業への取組意欲の変化 

   スマート農業への取組意欲の変化は、「自分の専門分野を通してスマート農業の発

展に貢献したい」が 34.9％と最も多く、次いで「機会があればスマート農業に取り

組んでみたい」が 30.2％となっている。 

     
   

◆スマート農業についてもっと知りたくなった分野 

   もっと知りたくなった分野は、「センサやデータと作業の関連強化」が 69.2％と最

も多く、次いで「農業機械の作業を援助・助言してくれる装置やノウハウのデータ

化の進展」が 50.9％、「アシストスーツや除草ロボットの発展」が 45.6％となって

いる。 

57.4%

70.4%

62.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

栽培管理編

ICT化編

データ活用編

もっと深く学びたいユニット

3.0%

2.4%
10.7% 34.9% 30.2% 12.4% 6.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

スマート農業への取組意欲の変化

スマート農業（既に農業に従事）の取組を更に進めたい

農業に従事しているので、スマート農業に取り組みたい

現在は農業に従事していないが、スマート農業に取り組みたい（農業に従事したい）

自分の専門分野を通してスマート農業の発展に貢献したい

機会があればスマート農業に取り組んでみたい

スマート農業へ取り組みたいとは考えていない

その他
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①農作業者のヘルスケア（健康管理、農作業時間、カロリー消費、位置情報自動記録等） 

②センサやデータと作業の関連強化（精密農業で多収穫、高品質を実現） 

③アシストスーツや除草ロボットの発展（きつい作業や危険な作業の軽労化） 

④農業機械の作業を援助・助言してくれる装置やノウハウのデータ化の進展（誰もが取

り組みやすい農業の実現） 

⑤消費者との関連強化（インターネットで生産の詳しい情報を消費者に伝え、安心・安

全と信頼を提供） 

⑥GPS 自動走行システム（複数の機械が同時に作業することで、省力・大規模生産が

可能） 

 

３）受講後アンケートの設問内容 

（問１～問６、問１０～問１３、問１９～問２３は gacco の標準仕様設問） 

  ◆設問数  ２３問（うち、gacco の標準設定１５問） 

  ◆設問内容 

問 01．あなたの性別をお知らせください。 ※必須 

01．男性  02．女性  03．その他 

 

性別 回答数 ％ 

01．男性 142 84.0% 

02．女性 25 14.8% 

03．その他 2 1.2% 

 

問 02．あなたが生まれた年（西暦）を数字 4桁でお書きください。 ※必須  

 

（集計方法：2019年を基準に年齢を算出して年代ごとに集計） 

年代 回答数 ％ 

70代以上 20 11.8% 

60代 31 18.3% 

50代 61 36.1% 

40代 34 20.1% 

30代 17 10.1% 

20代 5 3.0% 

10代 1 0.6% 

 

問 03．現在のお仕事についておうかがいします。あなたは普段どのような仕事をなさっ

ていますか。 ※必須   

01．フルタイムで働いている 

02．パートタイム、アルバイト 

30.2%

69.2%

45.6%

50.9%

39.1%

41.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

①

②

③

④

⑤

⑥

もっと深く学びたいユニット
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03．専業主婦（夫） 

04．無職 

05．小学生 

06．中学生 

07．高学生 

08．短大生・高専生・専門学校生 

09．大学生 

10．大学院生（修士課程） 

11．大学院生（博士課程） 

12．上記以外の学生 

 

選択肢 回答数 ％ 

フルタイム 107 63.3% 

パートタイム、アルバイト 14 8.3% 

専業主婦（夫） 2 1.2% 

無職 40 23.7% 

小学生 0 0.0% 

中学生 0 0.0% 

高校生 1 0.6% 

短大生・高専生・専門学校生 0 0.0% 

大学生 4 2.4% 

大学院生（修士課程） 0 0.0% 

大学院生（博士課程） 0 0.0% 

上記以外の学生 0 0.0% 

 

問 04．本講座の受講状況についてあてはまるものすべてにチェックを付けてください。 

※必須 

01．Week1講義動画を受講した 

02．Week2講義動画を受講した 

03．Week3講義動画を受講した 

04．Week4講義動画を受講した 

05．Week5講義動画を受講した 

06．Week1理解度確認クイズに回答した 

07．Week2理解度確認クイズに回答した 

08．Week3理解度確認クイズに回答した 

09．Week4理解度確認クイズに回答した 

10．Week5理解度確認クイズに回答した 

 

選択肢 回答数 ％ 

Week1講義動画を受講した 164 97.0% 

Week2講義動画を受講した 164 97.0% 

Week3講義動画を受講した 165 97.6% 

Week4講義動画を受講した 165 97.6% 

Week5講義動画を受講した 161 95.3% 

Week1理解度確認クイズに回答した 166 98.2% 

Week2理解度確認クイズに回答した 161 95.3% 

Week3理解度確認クイズに回答した 162 95.9% 

Week4理解度確認クイズに回答した 162 95.9% 

Week5理解度確認クイズに回答した 162 95.9% 
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問 05．全てを完了した方は完了できた理由を、1つでも完了しなかった方はその理由をご

記入ください。 ※必須 

（自由記述） 

  【一覧】 

 

 

 

問 06．クイズに取り組むにあたり、講義映像を視聴する以外で、どのようなことを行な

いましたか。あてはまるものすべてにチェックを付けてください。 ※必須 

01．クイズに解答していない 

02．特に何もしていない 

03．家族や友人、知人に質問した 

04．辞典や辞書で調べた 

05．関連書籍や文献を読んだ 

06．新聞や雑誌で調べた 

07．視聴覚教材（テレビ番組、ビデオ、DVD、オンライン講座を含む）を見た 

08．インターネットで検索した 

09．gaccoのディスカッション（掲示板）で質問した 

10．その他 

 

選択肢 回答数 ％ 

クイズに解答していない 3 1.8% 

特に何もしていない 124 73.4% 

家族や友人、知人に質問した 0 0.0% 

辞典や辞書で調べた 6 3.6% 

関連書籍や文献を読んだ 14 8.3% 

新聞や雑誌で調べた 1 0.6% 

視聴覚教材（テレビ番組、ビデオ、DVD、オンライ

ン講座を含む）を見た 
9 5.3% 

インターネットで検索した 32 18.9% 

gaccoのディスカッション（掲示板）で質問した 0 0.0% 

その他 3 1.8% 

 

 

問 07．理解度確認クイズの難易度は講義動画の内容と比べるとどれくらい難しかったで

すか？ ※必須 

01．非常に難しかった 

02．難しかった 

03．易しかった 

04．非常に易しかった 

 

選択肢 回答数 ％ 

非常に難しかった 5 3.0% 

難しかった 10 5.9% 

易しかった 123 72.8% 

非常に易しかった 31 18.3% 
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問 08．理解度確認クイズは講座内容の理解を深めるためにどれくらい効果があったと思

いますか？  ※必須 

01．大いに役に立った 

02．役に立った 

03．あまり役に立たなかった 

04．全く役に立たなかった 

 

選択肢 回答数 ％ 

大いに役に立った 19 11.2% 

役に立った 119 70.4% 

あまり役に立たなかっ

た 
28 16.6% 

全く役に立たなかった 3 1.8% 

 

 

問 09．問 8の選択肢を選んだ理由を教えてください。  ※必須 

（自由記述） 

 

【大いに役立った】 18件 

・色々勉強できるから 

・講義内容の「まとめ」に相当するものだったから。 

・間違った回答を選んだところは再度講義を見直すことができた。 

・講座内容がよく理解できたので 

・ポイントが理解できるようなクイズの設定であった。変にひねった問題ではな

く、実践的で役に立った。 

・クイズに解答することで理解できた。 

・各講義のポイントを再確認できた。 

・理解度が確認できた 

・講義の復習ができ効率的にできた。 

・わかっていなかったところもクイズを通してわかったり、詳しくなったりしたか

ら 

・何となく聴き逃した内容もクイズの関連個所を振り返って確認できた。 

・じっくり講義きいていたかどうかの指標になった。 

・考えることで理解がより深まったため。 

・復習になると思いました。 

・修了証を取る為に必要だったから。 

・理解度クイズは回答していませんが、問が必須だったので。 

・農業には全く無関係ですが、これからあるべき農業がよく理解できました。 

・よかった 

 

【役に立った】 117件 

・リタイヤした後の余暇農家の端くれとして大きな投資は出来ないが多々学ぶとこ

ろが多かった。 

・動画を見直すきっかけになる 

・講義内容について、勘違いをしていた部分を明確にすることができた。 

・理解度確認クイズで重要と思われる点が出題されていた。 

・講義内容に沿った課題設定でテーマが理解できた。 

・農業を手伝っている身として役に立った。 

・講義内容を理解すれば回答できるクイズ内容であったから 

・理解した内容を確認できた 

・講義の復習になった 
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・基本的な問題が多かったと思います。間違えを許すクイズだったため、気楽にク

イズを楽しみながら、知識を確認することができました。" 

・講義内容のまとめが確認できた。 

・今後のこの分野に携わるときの指針になると思いました。 

・自分の知識が向上できたから。 

・間違えた時に見直しができる。 

・講義内容の振り返りにちょうどよい内容であった。 

・VTRの内容から出題されており、理解を定着するのに役立った 

・流し見てしまった個所に気づくことがあった 

・記憶の再確認峨できた。 

・実家が農家なので役に立ったが、お金もかかりそうでなので大いに活用できるか

というと難しい。 

・振り返りが出来たから。 

・講義内容のまとめとして役に立った。 

・答えがわからない時は動画を見直したので、何回か視聴することになり、クイズ

の解答以外の内容もおさらいできた。 

・スマート農業についてよく知ることができた。将来的に農業に関わる事があれ

ば、今回の知識を活用して見たいと思う。 

・理解度チェック 

・新しい農業の在り方 

・受講内容の振り返りになったから 

・スマート農業の正しい理解に必要な内容が出題されている。 

・クイズがあると、多少緊張して講義を視聴するため。 

・自分で理解したことが正しいかどうか確認できるから。 

・役に立った 

・講義内容の確認として、役にたちました。 

・復習となる。ただし回答数が選択肢数まで可能という設定なので、講義受講しな

くても正解にできてしまうので、やや物足りない感じもしました。 

・緊張感を持って講義動画を見る事ができた。 

・復習につながるので。 

・得た知識の再確認になるから 

・何を学んだかの振り返りになった。 

・講座内容に直接関係していた 

・講義内容の再確認に役立ちました。 

・学んだことの確認ができた 

・網羅的に学べた 

・スマート農業に関する知識が深まった。 

・ちょうどよい難易度で、理解度定着に役立った。 

・理解度の確認ができた 

・確認にはなったが、回答回数が 4回であった為最終的に当たりになる。また、内

容を理解していなくても文面によって回答を推測出来る問題があった。 

・受講内容を確認する上で､理解度が増した。 

・数問は考えさせる応用問題があるとよかった 

・内容が理解できたのか、理解した気になっていただけなのか、の確認ができまし

た。理解した気になっていた場合は、再度資料および動画を見直すことで、正し

く理解できたと思います。 

・いろいろなところで現在進行している状況を知ることができた。 

・理解できているかどうかの確認は必要。 

・内容を復習できた 

・内容の再確認ができる 

・学習した内容のおさらいができた。 



235 

 

・自分がどの程度理解しているのか。また、弱点部分を把握できた。 

・聞き逃し（？）、理解の曖昧な部分の確認ができた。 

・理解度確認クイズに正解するために真剣に講座を見るため。 

・理解度を再確認できた 

・ポイントの反復学習になった。 

・質問 4個に対してエラー数 4個ではやるきにならない 

・講義内容が分かりやすかったため 

・視聴だけでは、記憶に残りにくい 

・講座視聴の復習を兼ねて理解が深められた。クイズの趣旨を理解するためによく

読むように心がけれた。 

・役に立った。 

・役には立ったが、誤解答が許される回数を少なくすると、もっと慎重に調べてか

ら解答するようになり、勉強になると感じた。 

・クイズは簡単だったが、自分の理解度が確認できて良かったから。しかし、誤答

した場合に再チャレンジできる回数が多く過ぎない？ 

・改めて確認をすることができた。 

・知らない知識もあったのでこれからも追求したいと思ったから 

・クイズの問題を読みながら、講義内容を思い出すことができました。 

・確認クイズのために、再度確認するという作業が生じるため。 

・理解の増加 

・講義内容の再確認となるから。 

・講座内容を確認できた 

・講座を視聴しながら回答を考えられた 

・回答チャンスが 4回あり、一度目間違えた場合は、動画を見直し、正しい答えを

導き出せたから 

・間違い探しが多く、4回挑戦できるというのはユルすぎます。 

・要点が確認できた。 

・単元のまとめとして。 

・問題自体が、講義内容の振り返りであったため 

・講義の振り返りができるから 

・As I have gone through each lecture thoroughly. I felt that the quizzes 

are quite straight to the point. 

・感覚で読み流していたところがどこかがある程度把握できた 

・それほど難しいクイズではなかった。 

・注目点として参考になる 

・クイズがあるから、ちゃんと聞こうと思える 

・質問が概要的だったように感じたため 

・これからの農業のあり方の例として知りました。 

・クイズにチェレンジすることで講座内容を思い出すことができたから 

・重要なポイントが理解度確認クイズにあったと考えられるから 

・間違い選択を選んだ場合間違い考えを訂正することができました。 

・講座の内容にリンクしたクイズになっていて、振り返り材料にはちょうど良かっ

た。 

・講義内容の振り返りに有効であった。 

・自分の理解度を試せた 

・ポイントが明確になった。 

・復習に参考になった。 

・講義の重要点を確認できる。 

・講義で学んだ事の確認ができたのではないかと思いました 。 

・講義のポイントの復習になる 

・理解度が深まる。 
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・今農業のことをします 

・クイズに答えることで講義の内容を思い出すことができた。 

・モチベーションになった 

・１つ１つの動画が少し長く，理解するのに苦労したから。 

・講義内容のおさらいになる 

・理解度を確認することができた。あまり難しい問題になっても意味がないと思

う。 

・講義の内容を復習するいみでよかった 

・受講内容の理解を自分で確認できるから 

・聴講した内容の確認に 

・ポイントを確認できた 

・受講した内容の再確認が出来たから 

・講座内容が頭に入ってることが確認でき、自信がついた 

・怪しい点を講義を通して再確認し、知識をある程度確実なものにできる 

・回答するために、ノートを見直したため。 

・内容を思い出して学びを定着させるためにはよかったと思います。 

・講義の内容を再確認できた。 

・理科の授業を受けているようだった 

・復習に使える。 

 

【あまり役に立たなかった】 26件 

・既知(受講前)の範囲での設問が多かった。 

・設問があまりにも簡単すぎるため 

・常識的な内容が結構多くあった。また、確認クイズは、何度も答えられるシステ

ムだったので、緊張感をもって学ぶことができなかった。 

・知っている事が多かった 

・実践していることが多いから。 

・問題が簡単すぎる 

・簡単すぎ 

・ICTについては知っているため、その手の問いは役に立たなかった。ポイントと

なる部分が問題になっていると、押さえるべき知識を整理できると思います。 

・講義で理解できたため、クイズはあまり効果を感じなかった。 

・意識しなかった 

・常識的な判断で選択できる。 

・理解度確認クイズの難易度がかなり易しめに設定されているので，講義動画を見

なくても常識的に判断できるものが多数見受けられたから。一方で，あまり専門

的な内容を問うような問題にすると初学者には難しすぎるのも事実なので，一般

向けの講義としてはこの程度の難易度設定のほうが良いのかもしれません。 

・たまに記憶違いしているものを気づけたものもあるが、大半が一般常識で回答で

きる内容であったため。 

・ビデオを見なくても常識的にわかるかなーと思いました 

・確認クイズが 4回答えられるとは、何事かと思います。 

・理解度確認クイズに回答していません。 

・講義の内容を知らなくても常識で答えられるものが多かった。 

・聴講していない初学者でも答えを予想できるくらいの難易度 

・映像を覚えているとほとんど正解できる内容で深く考える必要がなかった 

・簡単な問いだったから 

・非常に易しいため。 

・クイズ中の選択肢の中に、文章的に明らかに適切でないものが含まれており、内

容を理解していなくても選択できてしまう 

・講義動画を見た上で、常識的に判断出来る問題が多かった様に思いました。 



237 

 

 

【全く役に立たなかった】 3件 

・講座内容の理解を深めるためにクイズを出すというロジックに意味がない 

・簡単すぎるので 

・講座を見なくてもわかるような問題が大半だった 

 

 

問 10．講義動画に付いている字幕は受講の助けになりましたか？ ※必須 

01．はい  02．いいえ 

 

選択肢 回答数 ％ 

はい 135 79.9% 

いいえ 34 20.1% 

 

 

問 11．問 10で「02. はい」と答えた方は、字幕をどのように利用したかをご記入くださ

い。 ※任意 

（自由記述） 

 

  【記述内容】 68件 

・すべてコピーして不明な点は再読。 

・音声を出せないときに字幕で追える 

・講義内容の確認に役立った。 

・文字での表現。 

・内容の再確認 

・不確かな知識の整理や確認の手段としました。 

・聞き逃したところを、遡って字幕だけ見直すことができた。字幕はあると大変有

用だと思った。 

・必要なところに戻って復習するため 

・聞き取れなかった単語や、なじみなく音だけでは判断できなかった語句の確認 

・講義は X1.5倍の速さで受講していたため、聞き取れなかった部位の確認ができ

た。 

・聞き取りにくいところの補助になった。 

・あまり音声を出せない場所で視聴する場合に便利だった。（イヤホンを使うと疲

れるうえ頭痛がひどくなるので、なるべく使いたくないという事情があるため） 

・見直し時に使用 

・用語の確認等。 

・動画を見直すよりも確認したい箇所が見つけやすかった 

・聞き取りづらかった言葉や知らない言葉の確認 

・テキストデータとしてダウンロードして保管します。 

・動画を倍速にして音声と同時に字幕を読み進めた 

・耳からだけでなく目でも内容を追えた。 

・聞き取りにくい言葉の確認ができた 

・字幕をコピーし PCのメモ帳に貼り付け、文脈に沿って改行し段落設定し自分用

のノートを作成した。また画面コピー機能を利用して、絵・図表などと一緒に

EXCELに貼り付け保存した。この EXCELには、問題文、投稿レポート、評価など

の記録も残し、１冊の自分ノートを作り上げた。 

・字幕があると理解しやすい 

・専門用語等、初めて聞く言葉が出た時に字幕が役に立った。 

・高齢者にとって、コントラストのない資料は見ずらいのでその代替。スライド資

料は体裁より見る側に立って見やすい資料作りを。 
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・字幕をみながら再確認できる 

・不明医療な言葉の確認 

・専門用語の説明を探す 

・動画と字幕を一緒に見た。 

・読んで理解の一助とした。 

・見直し 

・ノート写しに助かりました。 

・聞き逃した箇所を目で追えたので、都度動画を止めたり戻したりなどをせずに済

んだ。 

・使い慣れていない表現が出てきたときに、言葉の確認ができた。 

・耳で聞くだけでは理解できにくい用語も、目で確かめることができたのは良かっ

た。 

・重要なポイントを聞き逃して、先に講義が進んでいる場合でも、目で過去の言葉

を追いかけることができて、理解が進んだ。 

・重要なポイントとして確認するのに役立った。 

・検索 

・講義を耳で聴くと同時に、文章化した講義内容を目で追うと理解しやすい。 

・読んだ 

・講義の音声が聞き取りにくく字幕で確認した。 

・内容を文字情報でも認識できる。後の字幕内容を見ることでこまめなスキップが

できる。 

・音声は 2倍で聞いていたので、聞き取りにくかった時の補助として使用していた 

・As being a student from India. I don't have enough knowledge about the 

Japanese language so, I translated the subtitles using google translator 

to understand the lectures. 

・聞き逃した部分を目で追う 

・見直す時など 

・聞き逃したところや、うまく聞き取れなかったところを字幕で確認した。 

・講義内容の確認 

・日本語がまだ上手ではないので字幕があるのはとても助かります。 

・言葉はわかるけど、講義のどの時間帯の内容だったかわからない場合のキーワー

ド検索に利用できた。 

・メモを取るのに活用した。 

・内容の確認に使用した 

・常に見ている 

・見返すときに役に立った。 

・文章を読む事で理解がふかまる 

・無表情な講師の音読は、モチベーションアップに繋がらないので、字幕を読ん

だ。 

・先に文字で読んでしまった 

・授業内容の振り返り 

・確認しながら受講できる。 

・講義中は専門用語の確認に使い、わからないことを調べるために検索替わりに使

った。 

・繰り返して見たいところを探すのに役立った。 

・講師が話した内容を再確認できた。単語の再確認に使った。 

・関心ある箇所を探るために使った。 

・動画の受講と併せて見ていた 

・もう一度見返したい内容にすぐに飛べたため。 

・字幕をもとにノートにしたため 

・動画を見るだけの時間が取れない時は、字幕を読むだけで理解できました。 
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・よく聞こえない越の内容を確認できた。 

・耳で聞いて、目で字幕を確認するのは、理解と記憶に効果的に感じました。 

・常に見ていました。 

 

 

問 12．gaccoのディスカッション（掲示板）をどのように利用されましたか？ 

※必須 

01．利用したことがない 

02．投稿はしていないが、閲覧をした 

03．投稿・閲覧ともに行った 

 

選択肢 回答数 ％ 

利用したことがない 109 64.5% 

投稿はしていないが、閲覧をし

た 
50 29.6% 

投稿・閲覧ともに行った 10 5.9% 

 

 

問 13．gacco のディスカッション（掲示板）を利用されていた方にお聞きします。どの

ような目的でディスカッションを利用（投稿・閲覧を含む）されましたか。あては

まるものすべてにチェックを付けてください。 ※任意 

01．自分の考えを他の受講者に知ってもらいたい 

02．他の受講者の考えを知りたい 

03．わからないことについて他の受講者に教えてもらいたい 

04．講座担当者とやりとりがしたい 

05．他の受講者と一緒に勉強しているという一体感を感じたい 

 

選択肢 回答数 ％ 

自分の考えを他の受講者に知ってもらいたい 4 2.4% 

他の受講者の考えを知りたい 35 20.7% 

わからないことについて他の受講者に教えてもらいたい 4 2.4% 

講座担当者とやりとりがしたい 3 1.8% 

他の受講者と一緒に勉強しているという一体感を感じた

い 
6 3.6% 

 

 

問 14．本講座は文部科学省委託事業として中央農業大学校が開発した「アグリスマート

ワーク人材養成プログラム」の一部となっています。もっと詳しく学びたいと思っ

たユニットを教えてください。 ※必須（複数選択可） 

01．栽培管理編  02．ICT化編  03．データ活用編 

 

選択肢 回答数 ％ 

栽培管理編 97 57.4% 

ICT化編 119 70.4% 

データ活用編 106 62.7% 

 

 

問 15．問 14の選択肢を選んだ理由を教えてください。  ※必須 

（自由記述） 
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  【3ユニット全てを選択】 57件 

・これからはデジタル世代になるのは目に見えているから。 

・今まであまり知らなかったが、興味が喚起された。 

・より高度な事を習いたいから。 

・３項目とも総合して学び活用することが肝要と考えたからです。 

・なんとなく 

・スマート農業に関わりたいと思っているから。 

・興味があるから 

・これからの農業に必要な内容だと感じたから 

・興味が湧いてきた。 

・続編として期待しています。 

・そもそも農業に関して素人でもあり気になった。 

・教育者として、農業の現状を知り、その魅力を語ることができるから。 

・これらを導入することで本当に農業で利益をだすことが可能なのか知りたい。 

・今回の講座は基礎的な内容が多かったため、より踏み込んだ内容を学びたいから 

・すべて詳しく知りたいです。例えば〇〇野菜の育て方・管理・収穫、あと一歩踏

み込んだアプリの操作方法・使用例、収入を得るための販売アプリについて な

ど 

・全ての内容に対して、さらに深い内容を知りたいと思った 

・今後、農業がどの様になるのか知りたいからです 

・全体を学ぶことで理解がさらに深まると考えるため。 

・スマート農業の先進的な取り組みについて、どれももっと深く学びたいと思った

から。 

・スマート農業実践に当たり、どれも必要。 

・スマートワークにさらに興味がでた 

・農業について、深く知りたいから。 

・適用事例が豊富に示された。 

・スマート農業に興味があるから。 

・全般的に知識を深めたいと考えています 

・スマート農業は従来の農業（作物を育てて出荷する）の考え方とは違い，栽培の

ための施設設計とその管理，ICT化の知識，データ管理とその活用の全てにおい

てそれなりの知識が必要であると理解しました。ICT機器の販売業者の言いなり

にシステムを導入しても，コストばかりかかって一向に儲かる農業にはつながら

ないと思います。スマート農業を実践していくには受身の姿勢ではなく，積極的

に新たな技術，知識を導入していく姿勢や取り組みが必要で，そのためにもある

程度の知識を養っておく必要があると感じたからです。 

・興味があるので 

・今回の学習を通して、もう少し詳細に学びたいと思ったから。 

・これらの分野をもっと勉強したいと思いました。 

・今後の農業を知る上ではどれも重要なため。 

・まだ、よく理解できていない部分が多くあるため。 

・非常に興味深い 

・もう少し深い知識を学びたいと思った 

・自宅の庭での植物の育成にも役立ちそうだし、プログラム系にも興味があるから 

・全てに興味があるから。 

・どれも興味深かったから。 

・もう少し深く知りたい。特に導入コストと運営コストの把握と経営予測につい

て。 

・仕事に関わる学習であるため 

・情報弱者になりたくないから。 

・さらに深めたいから 
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・各々興味深いので 

・すべて重要だと思ったから 

・それぞれのより実践的な内容を学びたい。 

・今後、農業の ICT化は必須であると認識している。 

・何に意識を向けるべきかわかった 

・将来アグリスマートワークをするため。 

・もう少し掘り下げたいと思ったので。 

・学びを深めたい 

・本講座は、入門的な内容であるから。 

・セカンドライフとして農業の起業を考えている為。 

・当分野を全般的に学習したいと思った。 

・更に広く深く勉強したい 

・全般に理解したいから 

・農業に関する知識を深めたい。 

・今後日本の農業が進むべき方向を示しているから。ITや回路やデータサイエン

スが農業の現場で実現し、結果が分かり易い。 

・今すぐ、は難しいかもですが、何れは何らかの形でスマート農業に関われたら良

いなぁと思っており、全般により深く理解したいと思っているので。 

 

  【栽培管理編と ICT化編を選択】 4件 

・実際の事例が良く分かった。 

・栽培管理の知識を得た上で、ICT化を図りたい。 

・実践したいため 

・I am interested in knowing more and more about ICT because the future of 

agriculture totally depends on it. 

 

  【栽培管理編とデータ活用編を選択】 4 件 

・データに基づく農作物栽培管理が重要であると認識するため。 

・より詳しく学びたい 

・データの活用と、それによる栽培管理が重要になりそうに思うため 

 

  【ICT化編とデータ活用編を選択】 27件 

・ICT技術をどのように農業に適用するか興味がある 

・どのように活用されるのに興味がある 

・興味があるから 

・農業体験は実施中 

・その分野に興味があるから。 

・本職が IT関連であるので。 

・データ収集と利用に興味がある。 

・ICTは常に新しいものが出てくるため、より新しいものでより良いスマート農業

が実現することを学べたらよい。データ自体は大きく変化することはないと思う

ので、その中で効率的な生産や省エネルギーが実現できるデータ分析が行えれば

いい。 

・IT技術者として 

・データ活用とそのインフラとなる ICT化に興味がある 

・スマート農業の実践についてより深く理解したい。 

・具体的な考え方をもう少し知りたい。 

・興味があるので。 

・AI活用範囲が増えているのではないかと期待 

・ICTが表に出ていて、理解しやすい。 

・この講座だけでは網羅できていない 
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・より深い知識の習得 

・今後の経済・経営の流れはすべての分野で（農業以外でも）のＩＣＴ化があると

思う。農業は国の基であり、当然科学技術の最先端の知識・技術で武装すべきで

ある。これからの世界は地球規模での自然環境の変化を把握し対応していくこと

が不可欠となる。また、得られたさまざまな種類と大量のデータを分析をし、そ

れを現場で利活用することも極めて大切である。日本の科学技術の総力を挙げ

て、日本農業の直面する課題（高齢化、低自給率、悪しき経験主義、後継者不足

など）を解決し、むしろ農業現場から新しい科学・技術の方法論などを提起する

心意気も必要かと思う。 

・現時点でデータを収集し、活用するという部分はまだまだハードルが高いと感じ

たため。施設園芸や露地栽培ではデータの収集に年単位で時間がかかりそうなう

えに、採算の問題も大きい 

・興味 

・ITCに興味、関心がある。 

・今後の農業の未来図が想像できるから。 

・ICTの観点から農業を見るとワクワクするから。 

・理解が難しいと思われる内容が割愛されているように感じたから。 

・今の仕事の退職後に、農業分野での仕事もできるのではと考えたから 

・今後より ICT化が進むと思うから 

・機械学習を農業に取り入れている事例をよく目にするようになったため、AIや

ICTでどれだけ農業が効率的で収益があげられるようになるか知りたいから。 

 

  【栽培管理編のみを選択】 30件 

・AIを使った管理方法、事例をもっと知りたい 

・高齢化が進む農業従事者にとって栽培管理を効率化することは、喫緊の課題であ

ると考えるため。 

・もっと作物や野菜の栽培を詳しく学びたい。 

・趣味に生かせそう 

・わからなかった知識を増やせた 

・ITに関わる部分は大体知っているので、それ以外の農業に関わる部分を知りた

いです。 

・家庭菜園の参考になったから 

・農作物の栽培は非常に難しいから。 

・農作物づくりに興味があるから。 

・家庭菜園に生かせそう。 

・興味がある 

・そもそも栽培に何が必要なのかわからないとデータの活用もイメージできないた

め 

・栽培について学びたいと考えているため。 

・自分のガーデニングにも使えそう 

・自分の畑の管理に役立つのではないかと思います。 

・すぐに役立つ分野のため 

・知らない知識もあり、勉強になった。 

・一番興味があった部分 

・非農家である自分にとって，一番理解しづらい。 

・基礎知識を深めたい 

・ICT化編、データ活用編には経験があったため 

・農業についていろいろなことはまだわからないので栽培管理編は農業の基本と思

うので勉強したいです。 

・どのくらい実用的になっているのか知りたいから 

・農業のことを勉強します 
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・実際に目でみたり作業をしてみたくなったため 

・植物の成長過程に興味があるため。 

・農業について詳しく知りたい。 

 

  【ICT化編のみを選択】 27件 

・もっと詳しく学びたいと思わないが、どれか一つを選ばなくてはならないから 

・面白そうだから 

・実際の ICT 機器の制作については、別途学習が必要なため。 

・ICTは、色々な分野に進出している事柄であり、応用分野とそれを支えるハード

ウェアをもっとよく知りたいから 

・農業園芸でも、ICTの活用が今後不可欠になると考えているため。 

・データ活用は現時点でもできそう。農法に ICTを取り入れるのは難しいそう。 

・新しい農業 

・自身が通信系のエンジニアであるため。 

・センシングに関心がある 

・より簡単にデバイスを作成できれば、盗難や故障のリスクを軽減でき、農業での

ICT活用が拡大できるのでは、と思いました。 

・今後の日本の農業に大変化を与える要素として知りたい。 

・農家ではないので実施しないが管理には興味がある 

・事業化のアイデアになるから 

・ICTによる、人材養成に興味がある。新たな仕事として興味があるし、コミュニ

ティの創造につながると感じたため。 

・IT関係者だから 

・UECSのデータ使用に大きく欠陥があると思うのですが。それが勘違いかもしれ

ないのでその辺のテクニカルな深掘りされた部分を見たい。あと、基本的に「デ

ータ取得」の話はよく出てくるが潅水やら農薬散布のために UECS のデータを

PUSHする装置があるのかないのかよくわからなかった。 

・具体例をたくさん挙げなくてもいいから、詳しく説明して、現場での ICT活用に

直接役立つ内容にしてほしい。 

・センサーを活用してデータを取り入れる実践的な手段を紹介してもらっている

が、農業以外の事業にも活用できそうなのでとても興味がある。 

・活用の方法を学習したいと思います。 

・特に関心が高い 

・興味を持てた。 

・植物工場について、ＩＣＴを使った運営に興味を持ちました。 

・センサーを用いた計測を試してみたいから。栽培、データ活用は書籍などでも勉

強できるが、測定器の作り方などは実際の制作工程を見ることが大切だと思うか

ら 

・今自分が携わっている業務内容に近いため 

・スマート農業をさらに知りたい 

・ICTの活用に興味があるから。 

・IT業界で働いているため 

 

  【データ活用編のみを選択】 12件 

・データの解析と活用が重要であると考えたから 

・これからデータが延びると思うので知りたいと思いました。 

・今後の農業の改善はビックデータの利用が不可欠である。 

・データ分析の勉強中なので。 

・具体的な作物とデータの見方を知りたい 

・データを取得し､分析し､管理する事が重要だと理解できたため。 

・農業分野でのビッグデータの活用を学びたい。 
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・実際に農業に携わっていなくとも興味深いため。 

・どのスマート農業に対しても共通して必要な事がデータの活用であると思ったか

ら 

・作業履歴をデータ管理しているが、それらを経営に役立てる仕組みを追求した

い。 

・有効だと思うから 

・膨大な量のデータの中から、必要なデータを収集、解析するための具体的な方法

があれば知りたいと思いました。 

 

 

問 16．今回の講座を受講して、あなた自身のスマート農業への取組意欲はどのように変

化しましたか。 ※必須 

01．スマート農業（既に農業に従事）の取組を更に進めたい 

02．農業に従事しているので、スマート農業に取り組みたい 

03．現在は農業に従事していないが、スマート農業に取り組みたい（農業に従事

したい） 

04．自分の専門分野を通してスマート農業の発展に貢献したい 

05．機会があればスマート農業に取り組んでみたい 

06．スマート農業へ取り組みたいとは考えていない 

07．その他 

 

選択肢 回答数 ％ 

スマート農業（既に農業に従事）の取組を更に進めたい 5 3.0% 

農業に従事しているので、スマート農業に取り組みたい 4 2.4% 

現在は農業に従事していないが、スマート農業に取り組み

たい（農業に従事したい） 
18 10.7% 

自分の専門分野を通してスマート農業の発展に貢献した

い 
59 34.9% 

機会があればスマート農業に取り組んでみたい 51 30.2% 

スマート農業へ取り組みたいとは考えていない 21 12.4% 

その他 11 6.5% 

 

 

問 17．今回の講座を受けて、スマート農業についてもっと知りたい分野がありました

ら、あてはまるものにすべてチェックを付けて下さい。 ※必須 

01．農作業者のヘルスケア（健康管理、農作業時間、カロリー消費、位置情報自

動記録等） 

02．センサやデータと作業の関連強化（精密農業で多収穫、高品質を実現） 

03．アシストスーツや除草ロボットの発展（きつい作業や危険な作業の軽労化） 

04．農業機械の作業を援助・助言してくれる装置やノウハウのデータ化の進展

（誰もが取り組みやすい農業の実現） 

05．消費者との関連強化（インターネットで生産の詳しい情報を消費者に伝え、

安心・安全と信頼を提供） 

06．GPS自動走行システム（複数の機械が同時に作業することで、省力・大規模

生産が可能） 

 

選択肢 回答数 ％ 

農作業者のヘルスケア（健康管理、農作業時間、カロリ

ー消費、位置情報自動記録等） 
51 30.2% 

センサやデータと作業の関連強化（精密農業で多収 117 69.2% 
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穫、高品質を実現） 

アシストスーツや除草ロボットの発展（きつい作業や危

険な作業の軽労化） 
77 45.6% 

農業機械の作業を援助・助言してくれる装置やノウハウ

のデータ化の進展（誰もが取り組みやすい農業の実現） 
86 50.9% 

消費者との関連強化（インターネットで生産の詳しい情

報を消費者に伝え、安心・安全と信頼を提供） 
66 39.1% 

GPS自動走行システム（複数の機械が同時に作業するこ

とで、省力・大規模生産が可能） 
70 41.4% 

 

 

問 18．本講座「アグリスマートワーク人材養成講座」を受講した感想・改善点・要望に

ついて、ご自由にご記入ください。 ※任意 

（自由記述） 

  【記述内容一覧】 40件 

・これからはある程度の高度な IT、パソコン知識がないと農業についていけない

と感じた。 

・week4のときなど音声が聴き取りづらかったので改善してもらいたい。 

・現実は、厳しい 

・良い講座でした。 

・気楽に学べるので良かったです。資料もダウンロードできるので、あとで見返す

ことができます。 

・農業だけにとどまらず、色々な技術を統合して成立しているのに魅力を感じ、技

術者の誰もが時代の主役になりうるという点に希望を持ちました。 

・農業業界の取り組みが分かり、今後の利用すべき考え方が分かった。また、スマ

ート農業での導入コスト（導入費用が高い）が課題であることを知れた。内容が

分かり易く、細かな内容まで説明されていた。大変役に立った。 

・小規模家庭菜園との比較を通して、明確な違いを学びたい。 

・教材の pdf ファイルを印刷可にしてほしい。 

・さらなるレベルアップが図れるようにしてほしい。受講のインセンティブがある

とよい。 

・私は家庭菜園をやっているぐらいで農業者ではありませんが、農業にかかわる人

にはとても大事な内容だったと思います。日本の農業は高齢化が進み休耕地が目

立っています。この先どうなるのか心配していましたが、まさにスマート農業に

より道が開けていくのだと思います。関係者のご活躍に期待します。 

・農業というものに少し触れられた気がする。 

・今まで農業に関わりがなかった者が、スマート農業に取り組みたい場合の取り組

みステップと窓口紹介があればよかったと思います 

・データを管理する事が重要だと改めて知る事が出来て、大変参考になりました。

加えて、内容が具体的であり､大変説得力がありました。良い講座でした。 

・大変参考になりました。今後導入が進み、若者の関心が農業に向かうことを願っ

ています。 

・受講前に比べ知識が増えました。先ずは、失敗を恐れずに実行し（PDCA）を回し

て努力していきたいです。 

・教材、講義のスマート化 

・とても勉強になりました。スマートフォンで受講したため映像が小さくなり文字

や絵が見にくかった。スマート農業で成功した会社を詳しく取り上げてほしかっ

たです。 

・講義の時間配分が難しい。 

・講座の内容そのものは大変興味のある面白い内容でした。一方でコンテンツの作

り方については？がつくところが目立ったのも事実です。例えば，センサの回
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で，動画がありましたが無音でした。無音の動画を流されても何をしているのか

さっぱりわかりません。また音量調節が適切に管理されていないもの（音量が小

さすぎる）も見受けられました。編集技術で改善できるところはすぐに改善して

いただきたいと思いました。講師の方の話術も必要ですね。淡々とスライドに書

かれたことを話すだけでは眠くなってしまいます。文字ベースのスライドだけで

はなく，実際のフィールドで撮影した動画なども利用して，スマート農業の現場

を体感・実感できるようなコンテンツになるともっと魅力的な講座になると思い

ました。 

・授業の映像の未統一、閲覧資料が見にくい、音声が聞き取りにくい、講師の説明

と説明の間が開きすぎるなど統一化されてなくストレスをすごく感じた。他の授

業を参考にして欲しい。 

・ダウンロード資料に書き込みなどして受講したかったので、印刷可能にしていた

だけると助かります。 

・具体的な内容であり理解ができた。 

・農業に関しての新しい知見が得られたので今後に生かしたい。 

・コンテンツに改善の余地がある。内容的に仮定や可能性として存在する技術の説

明はしているが、現実に活用するためのノウハウには聞こえなかった。（コスト

も考えて導入を検討する必要がある、など当たり前の話）。資料画面の表示方法

（時々拡大されるのでなくずっと同じ鮮明な状態で表示）。単元ごとに音声の大

きさがバラつきがあり、聞こえにくい回もあった。 

・10年前ならばネット上の動画コンテンツは質よりも存在することに意義があっ

た、といえますが、昨今では質が低いと見向きもされないくらい視聴者の目が肥

えており、当講義は ICTが関連する内容ということもあり、映像コンテンツとし

ての品質向上がよりいっそう必要だと思います。 

・センサボックスの制作部分はやや冗長に感じました。この映像だけでは制作でき

ないので、さらに資料などが必要となるため、雰囲気だけわかることで十分と思

います 

・音声が小さめな週があった。 

・同じ時期に開講していたスマート農業の講座より、リアリティがあってよかった 

・興味深かった 

・利点ばかり強調されたが、欠点や課題（伝統農家との確執、個人のノウハウの流

出、差別化の要素など）についても触れてほしかった。 

・初の WEB受講でしたが、取り組みやすい内容であった。 

・教材の印刷が制限されていたが、学習者の生産性を考慮しない対応と考える。印

刷可能な教材の提供を望む。 

・根本的な考え方、理論が知りたかった 

・講座のスタイルが一昔前の放送大学風で、身近に思えない。農業にも IoTの波が

押し寄せてきたが江戸時代の黒船感のような感じであり、もう少しお洒落感とい

うかセンスを感じさせて欲しい。 

・技術的な内容だけでなく、スマート農業に取り組む意義なども含めて、大変わか

りやすい解説だった。 

・大変面白かったが、単元が多すぎる。短期の内容に分割してもらいたい。 

・さし絵ではなく実際の作業を動画で見てみたい 

・身内に兼業農家が多くいますが、これだけ技術が進歩していて改善できる問題が

多々あることを、農業従事者本人たちがあまり知らないということがもったいな

いと感じました。まずは知ってもらう、簡単に取り入れられそうなことからやっ

てもらう、というところを考えられないかな、と思いました。とても参考にな

る、前向きに考えられる講座でした。 

・折角受講したので何か記録が残ると嬉しいのですが、クイズの締め切りに間に合

わなくて修了証を頂けないのが残念です。。。 
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問 19．今回受講した講座に対する満足度をお答えください。 ※必須 

01．大変満足  02．まあ満足  03．やや不満  04．不満 

 

選択肢 回答数 ％ 

大変満足 62 36.7% 

まあ満足 96 56.8% 

やや不満 7 4.1% 

不満 4 2.4% 

 

 

問 20．今後、gaccoの別の講座を受講したいと思いますか？ ※任意 

01．積極的に受講したい 

02．講座によって受講してみたい 

03．受講しない 

 

選択肢 回答数 ％ 

積極的に受講したい 92 54.4% 

講座によって受講してみた

い 
59 34.9% 

受講しない 0 0.0% 

 

 

問 21．「積極的に受講したい」「講座によって受講してみたい」を選択された方におたず

ねします。どんな講座を受講してみたいですか？ ※任意 

（自由記述） 

【記述内容一覧】 30件（詳細は割愛） 

 

 

問 22．「受講しない」を選択された方におたずねします。よろしければ理由をお教えくだ

さい。 ※任意 

（自由記述） 

【記述内容一覧】 18件（詳細は割愛） 

 

 

問 23．gaccoは現在一部のオプションを除き、無償で提供されているサービスですが、今

後どのようなものであれば有料で利用したいと思いますか。あてはまるものすべて

にチェックを付けてください。 ※任意 

01．大学ロゴが入った、大学公認の修了証 

02．特製の用紙で製版されたゴージャスな修了証 

03．本人が取得したことが証明されている修了証 

04．Facebookや Google+、LinkedInなどの SNSで共有できる修了バッジ 

05．講師やスタッフが受講期間中に質問に応じてくれるサービス 

06．受講した講義の内容がまとめられている書籍又は電子書籍 

07．受講期間中に、大学キャンパスの施設を利用できる（図書館等） 

08．その他 

 

選択肢 回答数 ％ 

大学ロゴが入った、大学公認の修了証 27 16.0% 

特製の用紙で製版されたゴージャスな修了証 10 5.9% 

本人が取得したことが証明されている修了証 37 21.9% 
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Facebookや Google+、LinkedInなどのＳＮＳで共有

できる修了バッジ 
10 5.9% 

講師やスタッフが受講期間中に質問に応じてくれる

サービス 
22 13.0% 

受講した講義の内容がまとめられている書籍又は電

子書籍 
51 30.2% 

受講期間中に、大学キャンパスの施設を利用できる

（図書館等） 
22 13.0% 

その他 11 6.5% 

 

 

 

 

 

（２）学内実証講座 

学内実証講座の実施により得られたアンケート結果について、下記の通り報告する。 

 

ⅰ）アンケート実施項目 

 

（１）実証講座 1  

問 1 あなたの性別をお知らせください。※必須 

問 2 あなたが生まれた年（西暦）をお知らせください。※必須 

問 3 現在お住いの都道府県をお知らせください。※必須 

問 4 あなたの職業について、あてはまるものをお選びください。※必須 

問 5 授業の内容をよく理解できましたか。※必須 

   よく理解できた 理解できた あまり理解できなかった 理解できなかった 

問 6 今回の講座を受講して、農業分野への ICTの活用についてどの程度関心を持ちまし

たか。あてはまるものすべてにチェックを付けてください。※必須 

01 農業分野への ICT活用について関心が高まった 

02 農業分野への ICT活用についてもっと詳しく知りたくなった 

03 農業分野への ICT活用にチャレンジしてみたくなった 

04 農業分野への ICT活用にチャレンジする農家を応援したくなった 

05 農業分野で ICTを活用している農家に就職してみたいと思った 

06 特になし 

問 7 今回の講座を受けて農業分野への ICT 活用についてもっと知りたい分野がありま

したら、あてはまるものにすべてチェックを付けてください※必須 

01 農作業者のヘルスケア（健康管理、農作業時間、カロリー消費、位置情報自動

記録等） 

02 センサやデータと作業の関連強化（精密農業で多収穫・高品質を実現） 

03 アシストスーツや除草ロボットの発展（きつい作業や危険な作業の軽労化） 

04 農業機械の作業を援助・助言してくれる装置やノウハウのデータ化の進展（誰

もが取り組みやすい農業の実現） 

05 消費者との関連強化（インターネットで生産の詳しい情報を消費者に伝え、安

心・安全と信頼を提供） 

06 GPS自動自動走行システム（複数の機械が同時に作業することで、省力・大規

模生産が可能） 

問 8 オンラインでの学習を行ってどのような感想を持ちましたか。あてはまるものすべ

てにチェックを付けてください※必須 

01  オンラインで学習することの面白さを実感した 

02  都合の良い時間に学習することができるので良かった 

03  講義を繰り返して見ることができるのがよかった 
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04  オンラインでの学習は効率的と感じた 

05  受講を終えて達成感を感じている 

06  モチベーションを維持するのが難しかった 

07 オンラインなので、スケジュール管理が難しかった 

08 対面授業があるなら参加してみたいと思った 

09 その他 

問 9 前の質問で「09 その他」を選んだ方は、よろしければ感想をご記入ください 

問 10 この講座を受講した感想・改善点・要望について、ご自由にご記入下さい 

 

（２）実証講座 2、実証講座 3 

問 1 教材（テキスト・資料等）は分かりやすいか 

良く分かる   だいだい分かる   やや分かりにくい   とても分かりにくい 

問 2 内容は理解できたか 

良く理解できる だいたい理解できる あまり理解できない ほとんど理解できない 

問 3 授業のテーマについて 

とても難しい     やや難しい     やや簡単     とても簡単 

問 4 もっと深く知りたい点がありましたら、ご自由に記入して下さい。 

問 5 スマート農業について、今後技術の発展を期待する項目を最大二つ選んでください 

01 農作業者のヘルスケア（健康管理、農作業時間、カロリー消費、位置情報自動

記録等） 

02 センサやデータと作業の関連強化（精密農業で多収穫・高品質を実現） 

03 アシストスーツや除草ロボットの発展（きつい作業や危険な作業の軽労化） 

04 農業機械の作業を援助・助言してくれる装置やノウハウのデータ化の進展（誰

もが取り組みやすい農業の実現） 

05 消費者との関連強化（インターネットで生産の詳しい情報を消費者に伝え、安

心・安全と信頼を提供） 

06 GPS自動自動走行システム（複数の機械が同時に作業することで、省力・大規

模生産が可能） 
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 ⅱ）実証講座 1（受講者 26人） 

 

◆授業理解度 

 授業はよく理解できたが 50％（13人）、理解できたが 46.2％（12人）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆農業分野への ICT活用の関心について 

  関心が高まったが 15 人（57.7％）と最も多く、次いでチャレンジしたくなった 12 人

（46.2％）、もっと詳しく知りたくなった 11人（42.3％）となっている。 

 

 

 

 

 

01 農業分野への ICT 活用に

ついて関心が高まった 

02 農業分野への ICT 活用に

ついてもっと詳しく知りたく

なった 

03 農業分野への ICT 活用に

チャレンジしたくなった 

04 農業分野への ICT 活用に

チャレンジする農家を応援し

たくなった 

05 農業分野で ICT を活用し

ている農家に就職してみたい

と思った 

06 特になし 

今回の講座を受講して、農業分野への ICT の活用についてどの程度関心を持ちましたか。

あてはまるものすべてにチェックを付けてください。 
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理解できなかった

あまり理解できなかった

理解できた

良く理解できた

授業の内容をよく理解できましたか
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◆興味のある ICT分野について 

 センサやデータと作業との関連が 15 人（57.7％）と最も多く、次いでアシストシーツや

ロボットの発展となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆オンラインでの学習について 

 講義を繰り返して見ることができるのが良かったが 15 人（57.7％）と最も多く、次いで

都合の良い時間に学習できるのが良かった 9人（34.6％）と続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の講座を受けて農業分野への ICT 活用についてもっと知りたい分野がありました

ら、あてはまるものにすべてチェックを付けてください 

01 農作業者のヘルスケア

（健康管理、農作業時間、

位置情報自動記録等） 

02 センサやデータと作業

の関連強化（精密農業で多

収穫・高品質を実現） 

03 アシストスーツや除草

ロボットの発展（きつい作

業や危険な作業の軽労化） 

04 農業機械の作業を援

助・助言してくれる装置や

ノウハウのデータ化の進展 

05 消費者との関連強化

（インターネットで消費者

に安心安全と信頼を提供） 

06 GPS自動自動走行システ

ム（複数の機械の同時作業

で、省力・大規模生産） 

オンラインでの学習を行ってどのような感想を持ちましたか。あてはまるものすべてに 

チェックを付けてください 

01  オンラインで学習する

ことの面白さを実感した 

02  都合の良い時間に学習

できるので良かった 

03  講義を繰り返して見る

ことができるのがよかった 

04  オンラインでの学習は

効率的と感じた 

05  受講を終えて達成感を

感じている 

06  モチベーションを維持

するのが難しかった 

07 オンラインなのでスケ

ジュール管理が難しかった 

08 対面授業があるなら参

加してみたいと思った 

09 その他 
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◆前の質問で「09 その他」を選んだ理由について 

 

⚫ 対面授業の方が分かりやすいかもと思うが、個人的には、オンライン授業の方が楽で、

好きな時間に見ることもできるのでよかった。そのため、良いとも悪いともいえない。  

⚫ 自分は何もかもが初めてなので、対面授業の時は分かりやすく教えてください。 

 
◆講座について感想・改善点・要望等自由記載 
 
⚫ 携帯（スマホ）では絵等がよく見えなかので、よりはっきりと(無理かもしれませんけ

ど)見られるようにお願いします。 

⚫ 自分も畑でトマトを育てているので、今日の講座から学べることが多くあった。参考

にしたいと思った。 

 
 

ⅲ）実証講座 2、実証講座 3 

１）露地栽培Ⅰ 第７回 栽培管理実習（受講者 38人） 

 

◆教材について 

だいたい分かるが 28人と最も多く、次いで良く分かるが 10人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆内容の理解のしやすさについて 

だいたい理解できるが 29人と最も多く、次いで良く理解できるが 9人であった。  
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◆授業のテーマについて 

やや簡単が 32 人で最も多く、次いでやや難しいが 6 人であった。 

 
 

 
２）農業 ICT概論 第 1回 ICT・スマート農業とは（受講者 8人） 

 

◆教材について 

良く分かるとだいたい分かるが共に 4人であった。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

◆内容の理解のしやすさについて 

だいたい理解できるが 7人と最も多く、次いで良く理解できるが 1人であった。 

 
 

◆授業のテーマについて 

やや簡単が 5 人で最も多く、次いでやや難しいが 3 人であった。 
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３）農業 ICT概論 第 11回 学習支援での事例（受講者 6人） 

 

◆教材について 

だいたい分かるが 4人と最も多く、次いで良く分かるとやや分かりにくいがそれぞれ 1

人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆内容の理解のしやすさについて 

だいたい理解できるが 4人と最も多く、良く理解できる、あまり理解できないそれぞれ 1

人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆授業のテーマについて 

  やや簡単が 4 人で最も多く、次いでやや難しいが 2 人であった。 

 
 

 
４）農業データ基礎（受講者 2人） 

 
◆教材について               ◆内容の理解のしやすさについて 

  だいたいわかるが 2人であった。       だいたい理解できるが 2人であった。 
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◆授業のテーマについて 

やや難しいが 2 人であった。 

 
 

 
５）付加価値を高める栽培管理（受講者 19人） 

 
◆教材について 

だいたい分かるが 10人と最も多く、次いで良く分かるが 9人であった。 

 
 
◆内容の理解のしやすさについて 

だいたい理解できるが 13人と最も多く、次いで良く理解できるが 6人であった。 

 
 

◆授業のテーマについて 

 やや難しいが 9 人で最も多く、次いでやや簡単が 5 人であった。 
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６）センシング技術基礎 第１２回 センシング実習 2（受講者 9人） 

 
◆教材について 

だいたい分かるが 4人と最も多く、次いでやや分かりにくいが 3人であった。 

 
 
◆内容の理解のしやすさについて 

 だいたい理解できるが 6人と最も多く、次いであまり理解できないが 2 人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆授業のテーマについて 

やや難しいととても難しいがそれぞれ 4 人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７）ドローン基礎（受講者 8人） 

 
◆教材について 

だいたい分かるが 5人と最も多く、次いでやや分かりにくいが 2人であった。 
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◆内容の理解のしやすさについて 

だいたい理解できるが 6人と最も多く、次いで良く理解できる、あまり理解できないがそ

れぞれ 1人であった。 

 
 

◆授業のテーマについて 

 やや難しいが 6 人で最も多く、次いでやや簡単が 2 人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
８）ドローン応用・活用（受講者 2人） 

 
◆教材について               ◆内容の理解のしやすさについて 

だいたい分かるが 2人であった。      だいたい理解できるが 2 人であった。              

 

 

 

◆授業のテーマについて 

 やや難しいが 2 人であった。 
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９）農業データ活用（受講者 2人） 

 
◆教材について               ◆内容の理解のしやすさについて 

だいたい分かるが 2人であった。       だいたい理解できるが 2人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆授業のテーマについて 

 やや難しいが 2 人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１０）データ活用と農業経営Ⅰ（受講者 8人） 

 
◆教材について 

だいたい分かるが 4 人と最も多く、次いで良く分かるとやや分かりにくいが 2 人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆内容の理解のしやすさについて 

 だいたい理解できるが 5人と最も多く、次いで良く理解できるが 2人であった。 
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◆授業のテーマについて 

 やや難しいが 5 人で最も多く、次いでやや簡単が 2 人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１１）データ活用と農業経営Ⅱ（受講者 8人） 

 
◆教材について 

だいたい分かるが 4人と最も多く、次いでやや分かりにくいが 3人であった。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

◆内容の理解のしやすさについて 

だいたい理解できるが 5人と最も多く、次いであまり理解できないが 2 人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆授業のテーマについて 

 やや難しいが 5 人で最も多く、次いでやや簡単が 3 人であった。 
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◆興味のある ICT分野について（受講者 79人、2項目選択） 

アシストシーツやロボットの発展 46 人（58.2％）と最も多く、次いでセンサやデータと

作業との関連、GPS自動走行システムがそれぞれ 28人（35.4％）となっている。 

 

 
◆もっと深く知りたい点 

⚫ センサ等の ICT を実際に用いていくことに対し、更に何が必要となるか、その具体的

な例と説明 

⚫ 除草ロボットの効率性と問題点 

⚫ 自動運転のトラクタや田植え機の使い方 

⚫ 精密農業の具体的な例 

⚫ ドローンで赤外線センサで撮影した画像の解析の仕方とその意味 

⚫ 農作業日誌のソフトの使い方 

⚫ ビッグデータを用いた AI のプログラムの作り方 
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GPS自動自動走行システム（複数の機械が同時に作

業することで、省力・大規模生産が可能）

消費者との関連強化（インターネットで生産の情報

を消費者に伝え、安心・安全と信頼を提供）

農業機械の作業を援助する装置やノウハウのデータ

化の進展（誰もが取組みやすい農業の実現）

アシストスーツや除草ロボットの発展（きつい作業

や危険な作業の軽労化）

センサやデータと作業の関連強化（精密農業で多収

穫・高品質を実現）

農作業者のヘルスケア（健康管理、農作業時間、カ

ロリー消費、位置情報自動記録等）

問5 スマート農業について、今後技術の発展を期待する項目を最大二つ選

んでください。
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４．検証報告 
 

（１）アグリスマートワーク人材養成講座（公開編）」（gacco） 

 

 ⅰ）受講者の募集について 

 受講登録者は 996 人と当初の想定よりも多くの登録がされた。受講生募集は主に gacco

の TOP ページにおける告知であったが、その他にも当校の学校 HP での告知や関係者等

への連絡で行った。受講者数については十分な人数を確保することが来たと思われる。 

 ⅱ）受講登録者と受講修了者について 

本講座は 5 週にわたり順次、講座内容を公開していく gacco の方式をとっており、5 章

全部の受講が修了したものが 243 人（修了率 24.3％）となっている。また、受講前アンケ

ートの回答者が 460 人、受講後アンケートの回答者が 169 人となっており、実証講座とし

ての意見を収集するには十分な人数を確保できたと考えている。 

受講登録者のうち受講修了者の割合が 24.3％となっており、gacco 講座の平均（約 15％）

よりも高かった。 

 ⅲ）講座に対する満足度 

   受講後アンケートの講座に対する満足度をみると、「大変満足」（36.7％）と「まあ満

足」（56.8％）を合わせると 9 割以上が満足している。講座全体においては十分な満足を

持ってもらえていると思われる。 

 ⅳ）講座内容について 

   章ごとに設定した理解度クイズの難易度は「易しかった」との回答が 7 割以上となって

いる一方で、講義内容の理解を深めるためには 8 割以上が“役に立った”と回答している。

講座内容への理解は十分に得られたものと思われる。また、もっと詳しく学びたいユニッ

トについて約 3 割が 3 ユニット全てを選んでおり、スマートアグリワークへの導入的な内

容としても適切な構成であったのではないかと考えられる。 

 

 上記の点を含め、総合的に勘案すると、gacco を活用した本講座は実証講座として有用な知

見を得られたと考えている。 

 
（２）学内実証講座 

学内において実証講座 2及び実証講座 3の受講生を対象（延べ 110人）に実施したアンケー

ト結果をもとに、検証した結果は次に示す通りである。 

 

ⅰ）教材について 

テキストや資料等の教材の分かりやすさについて、だいたい分かるが 69 人（62.7％）と

最も多く、次いで良く分かる 30人（27.3％）であった。 

この両者で受講生の約 90％に達しているため、教材は分かりやすいと評価できる。 

なお、やや分かりにくい教材として回答があった教科は農業 ICT 概論第 11 回学習支援で

の事例、センシング技術基礎第 12 回センシング実習 2、ドローン基礎、データ活用と農業

経営Ⅰ・Ⅱであった。 

これは受講生の中に留学生も含まれており、日本語の理解力の問題があること、欠席など

により専門用語の理解が不十分な状態で受講したこと等も一因と推察できる。 
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ⅱ）内容の理解しやすさについて 

授業の内容の理解のしやすさについて、だいたい分かるが 81 人（73.6％）、良く理解でき

るが 20人（20.0％）であった。 

この両者で 90％を超えているため、シラバスをもとにした授業の内容は理解しやすいと評

価できる。 

なお、あまり理解できない内容として回答があった教科は農業 ICT 概論第 11 回学習支援で

の事例、センシング技術基礎第 12 回センシング実習 2、ドローン基礎、データ活用と農業経

営Ⅰ・Ⅱであった。 

これは受講生の中に留学生も含まれており、日本語の理解力の問題があること、欠席など

により専門用語の理解が不十分な状態で受講したこと等も一因と推察できる。 

 

 

 
 

 

 

 

ⅲ）授業のテーマについて 

 授業で取り上げているテーマについて、やや簡単ととても簡単を合わせると 55 人

（50％）、やや難しいととても難しいを合わせると 55 人（50％）と、意見が二つに分かれ

た。 

 これらの教科は初めて習う内容であることを考慮すると、どちらかに大きく偏ることは検

討の余地が大きいことを示すと思われるため、テーマのレベルは適当であったと評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ⅳ）興味のある ICT分野について 

最も回答が多かったのはきつい作業や危険な作業を軽労化するアシストスーツや除草ロボ

ットの発展であった。これは一昨年度同じアンケートを農業者に対して行った結果と同じで

あり、農業者は作業の軽労化を望んでいることを示している。 

また、次いでセンサやデータと作業の関連強化が多くなっているが、これも一昨年度の結

果と同じであり、農業者が生産性を上げるために精密な農業に関心が高いことを表している。 

なお、今回の調査では農業者のヘルスケアに対する関心が余りたかくないが、これは学生

を対象としたアンケート結果であるため、健康や労務管理に対する意識がまだ十分に高くな

いことを反映していると思われる。 
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ⅴ）もっと深く知りたい点 

 回答はスマート農業の実際の取組みにつながるものであった。理論だけでなく、実践に興

味関心が高いことが伺える。 
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現在、世界では人口増加による食糧問題が論議され、SDGｓでは従来にも増して農業における

持続可能性と環境に対する責任が求められています。 

その一方で、日本では農業者の高齢化や後継者不足、自給率の低迷などの課題を抱えている状

態が続いています。 

このような状況において、日本では Society5.0 における先端技術を活用し、それと農業者の匠

の技を融合させたスマート農業を推進していくことで、日本農業が抱える課題を解決し、農業を

発展させていこうとする取り組みが始まっています。 

そのためには、今後の農業を担う若者が、農業の基礎となる土づくりを学ぶのと同じように、

スマート農業を学べることが重要になってくるのですが、農業教育機関において、そのためのカ

リキュラムが存在していないことは、日本農業の発展にとって大きな足かせとなってしまいます。 

そこで、本事業ではこの状態を打開し、日本の農業の将来のための一石を投じようと取組みを

開始しました。 

本事業を推進していくにあたり、実施委員の各教育機関、各農業関連企業・団体、群馬県農政

部の皆様には、常に適切なご指導やご助言を賜り、本事業を支えて頂きました。 

テキストについては、スマートアグリコンサルタンツ合同会社．渡邊智之様、ジョイ・ワール

ド・パシフィック．佐々木憲昭様、株式会社アイエスビー東北．岩佐浩様、農と風土の学び舎．

田中克樹様にご多忙のところ執筆を賜り、開発テキストとしてまとめて頂きました。 

普及報告会では、渡邊智之様、佐々木憲昭様、そして株式会社三光ファーム．廣瀬光昭様より

講演を賜りました。 

実証講座では株式会社ドコモのご協力により、ｅラーニングを行うことができ、佐々木憲昭様

にはセンシングの講師を快諾して頂きました。 

先進事例調査では長野県塩尻市、石川県農林総合研究センター砂丘地農業研究センター、株式

会社宮崎中央花き、イオンアグリ創造株式会社、富士通ホーム＆オフィスサービス株式会社、株

式会社スマートアグリカルチャー磐田、株式会社山﨑フロンティア農場、河野農園株式会社、古

郡農園、楽天株式会社の皆様にご対応頂き、貴重な現状を視察させて頂きました。 

海外調査では、公益社団法人国際農業者交流協会に手配をして頂き、ドイツ・オランダの農業

教育機関や生産農家の視察をさせて頂きました。 

記載内容の確認では JA 甘楽富岡のご協力を賜りました。 

その他、多くの関係者のご協力により、3 年間にわたり本事業を遂行することができました。

ここに厚く御礼申し上げます。 

 

学校法人有坂中央学園 

専門学校中央農業大学校 
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 本報告書は、文部科学省の生涯学習振興事業委託費による委託事業

として、学校法人有坂中央学園 専門学校中央農業大学校 が平成３０年

度から令和２年度にかけて実施した「専修学校による地域産業中核的

人材養成事業」の成果をとりまとめたものです。 
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令和２年度 文部科学省 

「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」 

（Society5.0等対応カリキュラムの開発・実証） 

 

農業分野のスマートワークを推進・実現する人材育成プログラム開発事業 
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