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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」2 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することで、問題の解決に

取組むものです。  

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。そうして、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

ことが出来るようになります。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、昨年度より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。その結果

をもとに、「農業 ICT 概論」や「ドローン基礎」などの各科目のシラバス・コマシラバ

ス、教材の作成に取組むと共に、農業 ICT に関わる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、昨年度の実績を踏まえ、ドイツ・オランダの先進地農業の視察も取り入れ

ながら、全 11 科目のシラバス・コマシラバスの完成、「農業データ基礎・活用」、「セ

ンシング基礎」、「ドローン応用」等の教材も開発し、「センシング基礎」と「温室栽培

Ⅰ」について、実証講座も行いました。  

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 

10 日本パスコム株式会社 開発協力・助言 群馬県 
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（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 

２ 前橋市農政部 開発協力・助言 群馬県 

３ 渋川市 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通りとする。 

 
 

（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。 

 

具体的には以下の通りである。 

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事が出来た。 

「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
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育推進協会 

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、農業に関するデータは実現に向けたデータ化がされていないなど、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通して開発する。 

 

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

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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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」といった事が出来るようになると共に、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）   

 

 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、今までとは異なる新
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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 

  ・ほ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通りである。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ＩＣ

Ｔ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通りである。 

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、 

・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、

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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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通りである。30 年度・31 年度・32 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 

２０１９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 4 回 ：事業全体の実施内容を決定し、進捗を管理すると共に成果の確認を行う。 

専門部会 年 5 回  ：全体計画のもと、開発 WG、調査 WG と共にプログラムの開発を行う。 

      実証部会 年 5 回  ：3１年度実証講座の準備と運営。また、32 年度の実証講座の運営に向け、

計画立案・準備等を行う。 

２）調査 

カリキュラム開発の検討材料のとなるよう先進事例調査を行う。これらの調査により、農業者等が

従業員や後継者に求める知識・技術・技能を洗い出し、それらを学習者が得られるようカリキュラム

内容に工夫して取り入れるものとする。また、先進事例は教材としても使用できるよう整理するもの

とする。 

 

  ①先進事例調査 

     先進施設及び先進農業者を視察し、ヒアリング調査等を通じ、先進施設や取組からカリキュラムに

必要なことを反映させる。 

調査名 先進事例調査 

調査目的 ＩＣＴを活用した農業分野の取組について、先進的な事例の取組内容と課題

等を把握する。 

調査対象 先進施設 ５件 

調査手法 視察及びヒアリング 

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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調査項目 ・取組内容  ・ＩＣＴ活用状況  ・栽培作目   ・運営状況  他 

実施時期 7 月～12 月 

分析内容 上記の調査項目について整理し、先進施設の運営に必要な人材に求めら

れる知識・技術・技能等を整理する。 

成果の反映 農業者等が従業員に求める知識・技術・技能を学習者が得られるよう、カリ

キュラム内容に取り入れる。 

また、ＩＣＴ化の事例として教材に反映させる。 

 

②海外先進地調査 

     海外の先進地（ドイツ・オランダ）の農業学校や農家・企業を視察し、先進施設や取組からカリキ

ュラムに必要なことを反映させる。 

調査名 海外先進地調査 

調査目的 海外の農業先進地におけるＩＣＴ分野にかかる農業教育の実態、先進地的

な取組の事例、農家の実例を視察し、調査する。 

調査対象 ドイツ   農業教育センター、農業会議所、農家 1～2 戸 

オランダ  農業大学校、試験場から１～2 か所、農家 1～2 戸 

調査手法 視察及びヒアリング 

調査項目 教育機関    ・教育内容（カリキュラム、設備）等 

農業会議所等 ・ＩＣＴ分野への取組や農業へのＩＣＴ活用状況 

農 家      ・運営状況 ・設備状況 他 

実施時期 ８月 

分析内容 ・農業教育の取組とカリキュラム内容 

・ＩＣＴを活用した先進的農業の取組事例 

成果の反映 学習方法等をカリキュラム開発に反映させる。 

先進的農業の取組事例は、教材開発に活用する。 

 

 

 

３）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、平成 30 年度の先進事例調査、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、31 年度・32 年度の実証講座の結果を受け、改良できるように作成する。 

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 

31 年度はシラバス案・コマシラバス案に併せ、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。 

栽培管理の科目のうち栽培技術は作目の生育状況を考慮し、e ラーニング用の教材を開発する。 

       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＞ 
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４）実証 

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。 

 

○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） 
11 月～1 月 

（2 講座 計 10 コマ） 

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 80 名 

 

５）開発成果の周知・普及 

     ２０１９年度の実施成果及び３２年度の取組内容等について、普及報告会及び成果報告会を行う。 

①普及報告会・・・群馬県・長野県・埼玉県・栃木県の 4 県において、７月

から１０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３１年度事業の成果報告及び

３２年度の取組内容を説明し、事業成果の普及を図る。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した。 

  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 回開催した。 

 

ⅳ）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、30 年度・31 年度・32 年度に亘り、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

出してもらい、その効果の検証を行う。 

 

 実証段階３：年間の授業を通し、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

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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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 

             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

を出してもらい効果の検証を行う。 

 

◆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）ファームクラブのほ場にて実習

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）は以下の通りとする。 

 

◆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） 

      ・テキスト（各科目 80 頁程度） 

      ・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 

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 

事業実施内容、海外先進地調査の報告、実証講座の検証内容とその結果 

③令和 2 年度の内容 

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

・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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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。 

 

 
 

◆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。 

 

 

 

 

 

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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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：2019 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） 

 議題 ・主催者挨拶 

・委員紹介 

・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：2019 年 9 月 27 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） 

 議題 ・主催者挨拶 

・委員紹介 

・先進事例調査報告 

・海外先進地調査進捗状況報告 

・カリキュラム進捗状況報告 

・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：2019 年 11 月 27 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） 

 議題 ・主催者挨拶 

・委員紹介 

・海外先進地調査報告 

・カリキュラム進捗状況報告 

・実証講座進捗状況報告 

・普及報告会（スマート農業勉強会群馬会場）実施報告 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

・その他 
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（４）第 4 回実施委員会：2020 年 1 月 29 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） 

 議題 ・主催者挨拶 

・委員紹介 

・カリキュラム実施経過報告 

・実証講座進捗状況報告 

・普及報告会（スマート農業勉強会東京会場）実施報告 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

・その他 

 

  

２．専門部会・開発ＷＧ・調査ＷＧの実施状況 

 実施委員会の下部組織として設置。専門家委員等により構

成され、プログラムの開発を推進する。カリキュラム・教材

の開発を行う開発ＷＧ、そのための資料を提供する調査ＷＧ

を下部組織として持つ。  

 

（１）第 1 回専門部会：2019 年 7 月 18 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 

・先進事例内容検討 

・昨年度のカリキュラム作成結果と今年度の予定 

・教材開発内容検討 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

 

（２）第 2 回専門部会：2019 年 9 月 12 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 

・先進事例調査手配進捗状況報告 

・カリキュラム作成進捗状況報告 

・教材作成進捗状況報告 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

（３）第 3 回専門部会：2019 年 11 月 14 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 
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・先進事例調査報告 

・カリキュラム作成進捗状況報告 

・教材作成進捗状況報告 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

 

（４）第 4 回専門部会：2019 年 12 月 19 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 

・カリキュラム作成進捗状況報告 

・教材作成進捗状況報告 

・その他 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

 

（５）第 5 回専門部会：2020 年 1 月 16 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 

・カリキュラム作成進捗状況報告 

・教材作成進捗状況報告 

・意見交換 

  

（６）第 1 回開発ＷＧ：2019 年 8 月 29 日 

 会場 八重洲駅前合同ビル 6 階 個室会議室（東京都中央区） 

 議題 ・開発ＷＧ委員長挨拶 

・本事業の説明について 

・カリキュラムの開発について 

・教材開発について 

・意見交換 

 

（７）第 2 回開発ＷＧ：2019 年 9 月 6 日 

 会場 プラザ西新宿 7 階 個室会議室（東京都新宿区） 

 議題 ・開発ＷＧ委員長挨拶 

・本事業の説明について 

・カリキュラムの開発について 

・教材開発について 

・意見交換 

 

（８）第 3 回開発ＷＧ：2019 年 10 月 25 日 

 会場 中央農業大学校 1 号館 1 階 会議室（群馬県前橋市） 
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 議題 ・開発ＷＧ委員長挨拶 

・シラバスの進捗状況報告 

・コマシラバスの進捗状況報告 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

 

（９）第 4 回開発ＷＧ：2019 年 11 月 19 日 

 会場 明治大学 12 号館 11 階 スタジオ内会議室（東京都千代田区） 

 議題 ・開発ＷＧ委員長挨拶 

・コマシラバスの進捗状況確認 

・テキストの進捗状況確認 

・意見交換 

 

（１０）第 5 回開発ＷＧ：2020 年 1 月 15 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 ・開発ＷＧ委員長挨拶 

・シラバスの進捗状況報告 

・コマシラバスの進捗状況報告 

・センシング技術基礎第 12 回「自分で作るセンサボックス」準備確認 

・意見交換 

 

（１１）第 1 回調査ＷＧ：2019 年 7 月 18 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 ・調査ＷＧ座長挨拶 

・先進事例調査（国内）進捗状況報告 

・先進事例調査（海外）進捗状況報告 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

 

（１２）第 2 回調査ＷＧ：2019 年 8 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 ・調査ＷＧ座長挨拶 

・国内先進事例調査（磐田）日程等確認 

・海外先進事例調査進捗状況報告 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

 

（１３）第 3 回調査ＷＧ：2019 年 9 月 21 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 ・調査ＷＧ座長挨拶 
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・国内先進事例調査報告 

・海外先進事例調査進捗状況報告 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

 

（１４）第 4 回調査ＷＧ：2019 年 10 月 12 日 

 会場 ホテル日航成田 宿泊ルーム（千葉県成田市） 

 議題 ・調査ＷＧ座長挨拶 

・海外先進事例調査 

・意見交換 

 

３．実証部会の実施状況 

 実施委員会の下部組織として設置。生産者及び参加教育機

関等により構成され、実証講座の計画立案、準備と運営等を

行う。  

 

（１）第 1 回実証部会：2019 年 7 月 26 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 ・実証部会委員長挨拶 

・昨年度の実証講座結果と今年度の予定 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

 

（２）第 2 回実証部会：2019 年 8 月 23 日 

 会場 有坂中央学園 本部ビル 5 階 会議室（群馬県前

橋市） 

 議題 ・実証部会委員長挨拶 

・実証講座の内容確認  

・gacco の映像仕様の確認 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

（３）第 3 回実証部会：2019 年 10 月 21 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 ・実証部会委員長挨拶 

・温室栽培Ⅰ（トマト栽培管理）動画撮影報告 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

 

（４）第 4 回実証部会：2019 年 11 月 19 日 
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 会場 明治大学 12 号館 11 階 撮影スタジオ（東京都千代田区） 

 議題 ・実証部会委員長挨拶 

・撮影内容の検討  

・撮影  

・撮影内容の確認  

・意見交換 

 

（５）第 5 回実証部会：2019 年 12 月 25 日 

 会場 中央農業大学校 1 号館 2 階 122 教室（群馬県前橋市） 

 議題 ・実証部会委員長挨拶 

・撮影内容の検討  

・撮影  

・撮影内容の確認  

・意見交換 

 

４．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」として実施した。詳細

については第 5 章実証講座報告をご参照いただきたい。  

 

 

 

 

 

 

 

５．普及報告会・成果報告会の実施状況 

 2019 年度の実施成果及び次年度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）第 1 回普及報告会：2019 年 11 月 1 日 

 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 

・講演「スマート農業のすすめ」 講師 渡邊 智之氏 

・質疑応答 
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（２）第 2 回普及報告会：2020 年 1 月 23 日 

 会場 日本橋 加藤ビル 4 階 14 号室（東京都中央区） 

 議題 ・主催者挨拶 

・本事業説明 

・ＮＴＴドコモのスマート農業の取組紹介 

・講演「スマート農業のすすめ」 講師 佐々木 憲昭氏 

・質疑応答 

 

（３）成果報告会：2020 年 2 月 21 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） 

 議題 ・主催者挨拶 

・本事業成果報告（開発カリキュラム報告、実証講座報告） 

・質疑応答 

  
 

６．テキスト及び教材の開発 

 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Ⅳ章をご参照いただきたい。   
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Ⅲ 調査報告 
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Ⅲ.調査報告 

 調査研究、及び開発の資料として以下の資料を収集し、分科会等で活用した。全体委員会、及び分科

会で使用した資料の一部を下記の通り抜粋する。 

 

１.国内先進事例調査結果 

 

国内先進事例調査一覧 

NO

. 
調査名 

取組み主体 
所在 

導入

目的 
対象 

視察 

実施日 
調査者 

ＵＲＬ 

1 

 

IT 企業の特徴を活か

した先進的施設園芸

への取組み 

SACiWATA 

 静 岡

県 

生産 

管理 

施設 

野菜 

2019/ 

09/05 

3 名： 

住谷・ 

石関・ 

福田 

https://www.saciwa

ta.co.jp/ 

2 

 

次世代施設園芸に求

められる持続可能型

農業への取組み 

イオン埼玉久喜農場 

 埼 玉

県 

生産 

管理 

施設 

野菜 

2019/ 

09/06 

2 名：

住谷・ 

石関 
https://www.aeon.j

p/agricreate/ 
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（調査事例 No1）SACiWATA 

実施調査日  

 2019/09/05 

調査者  

 3 名：住谷・石関・福田 

 

調査名  

 IT 企業の特徴を活かした先進的施設園芸への取組み 

調査目的  

 他の調査事例も含め各農業規模に応じた取り組みを比較する。先進的な

基幹産業の創造の事例として、政官民のコンソーシアムとしているこ

と、農営の持続可能な具体的な施策であることを念頭に、取組み事例を

調査する 

営農として、収支のポイント、イニシャルことストとランニングコス

ト、修繕維持に関する費用や取り組み、流通、人件費を意識した具体的

な作業方法などの具体的な施策に注目し、今後求められる農業の体系的

知識範囲における具体的な項目を調査する 

 

調査対象  

 静岡県磐田市 

調査手法  

 現地の視察及びヒアリング調査 

調査項目  

 ・ＩＣＴによる生産における具体的な改善方法 

・コンソーシアムの構成メンバーとその働き 

・地域基幹産業の創造、地域ブランド化について 

・生産環境維持における取り組み 

・Global GAP、農業ダイバーシティの実現への取組みの現状 

 

分析内容 

（集計項

目） 

 

          ・ＩＣＴを用いた農業を進めていくための問題点や協力体制、改善方法 

・生産における具体的なリスクと回避方法 

・農業経営における収支について 

・栽培における資材と作業工程について 

・ブランディングにおける広報活動について 

 

開発するカリキュラム

にどのように反映する

か（活用手法） 

 

 ・従来の設備や農機具や既製品にとらわれることなく、手元で起きてい

る問題に対し先進的な事例などを積極的用いることで、柔軟に改善を行

い費用対効果 

 を計測する必要性がある 

 ・各種センシングデータなどを活用することで、栽培から販売までの各

工程で活用出来きることを理解させる 
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施設マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  催事施設（SAC iwata 概要説明）           暖房用燃料タンク 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

水耕葉物ハウス                 水耕葉物ハウス  

（生産工程は社外秘の為入り口のみ） 
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（調査事例 No2）イオン埼玉久喜農場 

実施調査日  

 2019/09/06 

調査者  

 2 名：住谷・石関 

 

調査名  

 次世代施設園芸に求められる持続可能型農業への取組み 

調査目的  

 農業は就業者の高齢化や人材不足の問題を抱えるのみならず、農業が

持続可能であることも求められる中で、次世代施設園芸に関し、取組

み事例、雇用管理、販売戦略、環境問題対策、コンソーシアム、GAP

への取り組み、期待される人物像などについて知見を得る 

 

調査対象  

 埼玉県久喜市六万部 

調査手法  

 現地の視察及びヒアリング調査 

調査項目  

 ・ＩＣＴによる統合環境制御 

・長年勤められる働きやすい環境づくりとそれに対応した栽培方法 

・消費者の嗜好を重視した栽培及び収穫 

・温室効果ガス削減の取組み 

・コンソーシアムの構成メンバーとその働き 

・Global GAP への取組みの現状 

・課題 

 

分析内容 

（集計項

目） 

 

 ・ＩＣＴを用いた農業を進めていくための問題点や協力体制 

・労働者の作業効率を考慮した栽培方法 

・労働者の長期雇用を意識した雇用管理と働きやすい作業環境づくり 

・消費者が農産物（トマト）に対し、どのような嗜好を持っているか 

・植物残渣処理や温室効果ガス削減等、環境に負荷をかけない農業に

ついて 

 

開発するカリキュラム

にどのように反映する

か（活用手法） 

 

 ・ＩＣＴは農業経営を改善させていくための手段の一つであり、導入

が目的でないことを理解させる 

 ・消費者データを活用することで、栽培する品種や出荷する野菜（ト

マト）の色や大きさなどが判断でき、しかも GAP を取得することで付

加価値を高めて売れることを理解させる 
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温室全景（1ha（約 3,000 ㎡×3 の連棟）×3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミスト散布による温度調節             出荷されるトマト      

 

 

 

  
労働者のための血圧測定器 
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２．海外先進事例調査結果 

 

（１）日程 

期間：2019 年 10 月 13 日（日）～10 月 20 日（日） 

調査者：3 名 

水江 昌史（安中総合学園高等学校）、石関 和泰・福田 篤志（中央農業大学校） 

日次 月日 

（曜） 

場所 現地時間 交通機関 内容 

1 10/13 

（日） 

成田発 

ﾊﾟﾘ(CDG)着 

ﾊﾟﾘ(CDG)発 

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ着 

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ空港発 

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ駅着 

10：35 

16：10 

17：50 

19：10 

 

21：00 

AF275 

 

AF1818 

 

電車 

ﾄﾞｲﾂへ移動 

 

 

 

 

ﾎﾃﾙ泊(Comfort Hotel Frankf

urt) 

2 10/14 

（月） 

ﾎﾃﾙ発 

農業教育ｾﾝﾀｰ着 

農業教育ｾﾝﾀｰ発 

 

農業教育ｾﾝﾀｰ着 

08：30 

12：00 

14：30 

 

18：00 

専用バス  

農業教育ｾﾝﾀｰにて打合せ 

果樹農家（ｽﾏｰﾄ農業実践）視察 

 

農業教育ｾﾝﾀｰ泊 

3 10/15 

（火） 

農業教育ｾﾝﾀｰ 9：00 

13：00 

16：00 

 

 農業教育施設について講義・視察 

ｽﾏｰﾄ農業の実践について講義 

ｽﾏｰﾄ農業教育について講義 

農業教育ｾﾝﾀｰ泊 

4 10/16 

（水） 

農業教育ｾﾝﾀｰ 

農業教育ｾﾝﾀｰ発 

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ空港着 

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ空港発 

ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ空港着 

ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ空港発 

ﾎｰﾝ駅着 

08：00 

09：00 

12：00 

14：15 

15：35 

16：30 

17：30 

 

専用バス 

 

KL1768 

 

電車 

ﾄﾞｲﾂ農業教育資料収集、視察内容意見

交換 

ｵﾗﾝﾀﾞに向け移動 

 

 

 

 

ﾎﾃﾙ泊(Van der Valk Hotel Hoorn) 

5 10/17 

（木） 

ﾎﾃﾙ発 

園芸学校着 

施設園芸農家着 

施設園芸農家発 

ﾎﾃﾙ着 

09：45 

10：00 

14：15 

17：00 

18：00 

専用バス  

ｵﾗﾝﾀﾞ園芸教育講義 

最新施設野菜農家視察 

 

ﾎﾃﾙ泊（Van der Valk A4） 

6 10/18 

（金） 

ﾎﾃﾙ発 

花市場着 

花市場発 

世界園芸ｾﾝﾀｰ着 

世界園芸ｾﾝﾀｰ発 

馬鈴薯農場着 

馬鈴薯農家発 

ﾎﾃﾙ着 

07：30 

07：50 

09：30 

11：50 

14：00 

15：30 

18：30 

20：30 

専用バス  

花市場視察 

 

ｵﾗﾝﾀﾞ園芸最近の動向視察 

 

精密農業実践農場視察 

 

ﾎﾃﾙ泊（Van der Valk A4）  

7 10/19

（土） 

 

ホテル発 

ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ空港発 

09：00 

12：00 

17：50 

 

ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 

KL863 

視察内容意見交換、まとめ 

 

機中泊 

8 10/20

（日） 

成田空港着 12：00   
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(２)海外先進事例調査一覧 

NO

. 
調査名 

取組み主体 
所在 

導入

目的 
対象 

視察 

実施日 
調査者 

ＵＲＬ 

1 

 

ドイツでのスマート

農業実践農家におけ

る取り組みについて 

果樹農家ヴィンクラー 

 ド イ

ツ 

付加 

価値 

果樹 

直売 

2019/ 

10/14 

3 名： 

水江・ 

石関・ 

福田 

https://www.obstba

u-winkler.de 

2 

 

ドイツでの農業専門

学校におけるスマー

ト農業の教育につい

て 

トリースドルフ農業教

育センター ド イ

ツ 
教育 学生 

2019/ 

10/15 

3 名： 

水江・ 

石関・ 

福田 

https://www.triesd

orf.de 

3 

オランダでの農業専

門学校における施設

園芸の教育について 

クルシウスカレッジ 
オ ラ

ンダ 
教育 学生 

2019/ 

10/17 

3 名： 

水江・ 

石関・ 

福田 

https://www.clusiu

s.nl 

 

4 

オランダでの最新施

設園芸におけるＩＣ

Ｔの導入について

（事例調査） 

アグリポートＡ7 
オ ラ

ンダ 

生産 

管理 

施設 

野菜 

2019/ 

10/17 

3 名： 

水江・ 

石関・ 

福田 
www.agriporta7.nl 

 

5 

オランダ花卉園芸に

おける花市場調査 

アールスメアー花市場 

オ ラ

ンダ 

販売 

管理 
花卉 

2019/ 

10/18 

3 名： 

水江・ 

石関・ 

福田 

https://www.royalf

loraholland.com › 

aalsmeer 

 

6 

現在のオランダ施設

園芸の動向について 

世界園芸センター 
オ ラ

ンダ 
研究 

施設 

園芸 

2019/ 

10/18 

3 名： 

水江・ 

石関・ 

福田 

https://www.worldh

orticenter.nl 

 

7 

オランダでのスマー

ト農業実践農家にお

ける取り組みについ

て（先進事例調査） 

精密農業実践農家 

ファン デン ボーン 
オ ラ

ンダ 

精密 

農業 
畑作 

2019/ 

10/18 

3 名： 

水江・ 

石関・ 

福田 

https://www.vanden

borneaardappelen.c

om/ 
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(３)調査事例報告（事例別） 
 

（調査事例 No1）果樹農家ヴィンクラー 

実施調査日  

 2019/10/14 

調査者  

 3 名：水江・石関・福田 

 

調査名  

 ドイツでのスマート農業実践農家における取り組みについて（事例調

査） 

調査目的  

 調査対象が運用されている現地を視察する中で、ドイツにおける付加価

値を高めた農業に関し、スマート農業の取組み事例やスマート農業を推

進させる人材を育成するために必要な知識・技術・期待される人物像な

どについて知見を得る 

調査対象  

 ドイツ グステンフェルデン 

調査手法  

 現地の視察およびヒアリング調査 

調査項目  

 ・スマート農業を導入する以前の農業経営の問題点や対策 

・スマート農業導入と付加価値を高めた農業を行うようになった背景 

・スマート農業による農産物の品質管理や販売管理 

・スマート農業導入や付加価値を高めた農業を行っている効果 

・スマート農業導入に関する費用 

・スマート農業の活用や付加価値を高めた農業を成功させるポイント 

・課題 

 

分析内容 

（集計項

目） 

 

 ・スマート農業による農業経営 

・6 次産業化におけるスマート農業の活用 

・スマート農業の中のマーケティング方法 

・地域連携を重視したマーケティングにおける各役割分担 

 

開発するカリキュラム

にどのように反映する

か（活用手法） 

 

 ・農業経営者にとって、スマート農業導入は目的ではなく、あくまでも

経営を効率化する手段の一つであるため、経営の方向性を示すものとし

て反映させる 

 ・付加価値をつけるだけでなく、地域振興を考慮に入れたマーケティン

グの一つのやり方として反映させる 
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果樹園（リンゴ）  

 

 

 

空調貯蔵庫  

  
直売所店内  

 

 

 

スマートレジの導入  

  
蒸留器  六次産業化した商品が並ぶ店内  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=E0ZT82AA8pg
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（調査事例 No2）農業教育センター トリースドルフ 

実施調査日  

 2019/10/15 

調査者  

 3 名：水江・石関・福田 

 
調査名  

 ドイツでの農業専門学校におけるスマート農業の教育について 

調査目的  

 調査対象が運用されている現地を視察する中で、ドイツの農業教育にお

けるスマート農業の教育に関し、農業学校の概要について、スマート農

業関係の教育施設や付帯設備、学生の授業・実習内容、カリキュラムの

作成等の知見を得る 

調査対象  

 ドイツ トリースドルフ 

調査手法  

 現地の視察およびヒアリング調査 

調査項目  

 ・学校概要 

・学校が有しているスマート農業関係の教育設備 

・農業学校におけるカリキュラムや教材の作成方法 

・スマート農業に対する教員のスキルアップ方法 

・スマート農業に関するカリキュラム 

・スマート農業の実習授業 

・課題 

 

分析内容 

（集計項

目） 

 

 ・スマート農業を学ぶための学校側の設備 

・スマート農業のカリキュラムを作成していくポイント 
・スマート農業の体験授業を行うのに必要なこと 

・スマート農業関係企業との連携 

 

開発するカリキュラム

にどのように反映する

か（活用手法） 

 

 ・カリキュラムを実行していくために必要となるものを確認し、

カリキュラムが滞りなく行えるようにする 

 ・技術の進歩に合わせてカリキュラムの内容をレベルアップさせる時の

手法として活用する 
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農業学校入口 

 

 

 

農業学校校内 

 
 

自動運転のトラクタ 

 

 

 

自動運転のトラクタ 

 
 

搾乳ロボット 卵と親鳥とがひも付けができる産卵箱 
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（調査事例 No3）クルシウス カレッジ 

実施調査日  

 2019/10/17 

調査者  

 3 名：水江・石関・福田 

 
調査名  

 オランダでの農業専門学校における施設園芸の教育について 

調査目的  

 調査対象が運用されている現地を視察する中で、オランダでの農業教育

における施設園芸に関し、農業学校の概要、教育施設や付帯設備、学生

の授業・実習内容、カリキュラムの作成について知見を得る 

調査対象  

 オランダ ホーン 

調査手法  

 現地の視察およびヒアリング調査 

調査項目  

 ・学校概要 

・学校が有しているスマート農業関係の教育設備 

・農業学校におけるカリキュラムや教材の作成方法 

・スマート農業に対する教員のスキルアップ方法 

・スマート農業に関するカリキュラム 

・スマート農業の実習授業 

・課題 

 

分析内容 

（集計項

目） 

 

 ・スマート農業を学ぶための学校側の設備 

・スマート農業のカリキュラムを作成していくポイント 

・スマート農業の体験授業を行うのに必要なこと 

・スマート農業関係企業との連携 

 

開発するカリキュラム

にどのように反映する

か（活用手法） 

 

 ・カリキュラムを実行していくために必要となるものを確認し、

カリキュラムが滞りなく行えるようにする 

 ・技術の進歩に合わせてカリキュラムの内容をレベルアップさせる時の

手法として活用する 
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園芸学校入口  

 

 

 

連携企業のパネル  

  
施設園芸実習施設  

 

 

 

施設園芸実習施設  

  
環境センサの導入  潅水システムの導入  
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（調査事例 No4）アグリポートＡ7 

実施調査日  

 2019/10/17 

調査者  

 3 名：水江・石関・福田 

 
調査名  

 オランダでの最新施設園芸におけるＩＣＴの導入について（事例調査） 

調査目的  

 調査対象が運用されている現地を視察する中で、オランダにおける施設

園芸に関し、最新のスマート農業の事例、スマート農業を推進させる人

材を育成するために必要な知識・技術・期待される人物像などについて

知見を得る 

 

調査対象  

 オランダ ミッデンメアー 

調査手法  

 現地の視察およびヒアリング調査 

調査項目  

 ・経営概要 

・ＩＣＴ化をしている内容 

・現在における近代的なオランダ施設園芸の内容 

・オランダ施設園芸が進んでいる方向 

・課題 

 

分析内容 

（集計項

目） 

 

 ・スマート農業が行われている内容 

・オランダが目指している施設園芸の方向 

・オランダの施設園芸の今後の方向性とＩＣＴの導入 

・スマート農業関係企業との連携 

 

開発するカリキュラム

にどのように反映する

か（活用手法） 

 

 ・オランダで行われているスマート農業において、現在の日本農

業に取入れられる内容をカリキュラムに組み込む 

 ・オランダの施設園芸の方向性をカリキュラムの方向性を検討する材料

として活用する 
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農場外観 

 

 

 

農場内図 

  
地下水の利用図 

 

 

 

天敵農薬の使用 

  
高所作業車（ＩＣライントレーサー） 高所作業車（ＩＣライントレーサー） 
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（調査事例 No5）アールスメアー花市場 

実施調査日  

 2019/10/18 

調査者  

 3 名：水江・石関・福田 

 
調査名  

 オランダ花卉園芸における花市場調査 

調査目的  

 調査対象が運用されている現地を視察する中で、オランダの花市場にお

いて、セリの一連の作業や訪問客へのサービスに関し、ＩＣＴ導入の取

組み事例、ＩＣＴ農業を推進させる人材を育成するために必要な知識・

技術・期待される人物像などについて知見を得る 

 

調査対象  

 オランダ アールスメアー 

調査手法  

 現地の視察およびヒアリング調査 

調査項目  

 ・花市場の歴史 

・市場内の花の移動におけるＩＣＴの導入事例 

・セリにおけるＩＣＴ導入事例 

・訪問客へのサービスにおけるＩＣＴの導入事例 

 

分析内容 

（集計項

目） 

 

 ・花の市場内の移動に関し、ＩＣＴを導入し、効率化している内容 

・花のセリに関し、ＩＣＴを導入し、効率化を図っている内容 

・訪問客に関し、ＩＣＴを導入し、サービスの向上を図っている内容 

 
 

開発するカリキュラム

にどのように反映する

か（活用手法） 

 

 ・農業情勢の動きやグローバルな農業に関し、国際競争力を有す

る農業関連の流通システムの一つの形態として活用する 

 ・顧客サービスについて、満足度を向上させるための手法の一つとして

活用する 
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花市場入口 

 

 

 

世界の花の移動 

  
花市場内の様子 

 

 

 

花市場内の様子 

  
セリの様子 花の移動 

  



 

46 

 

（調査事例 No6）世界園芸センター 

実施調査日  

 2019/10/18 

調査者  

 3 名：水江・石関・福田 

 
調査名  

 現在のオランダ施設園芸の動向について 

調査目的  

 調査対象が運用されている現地を視察する中で、オランダの施設園芸に

関し、現在の動向や研究内容の取組み事例、ＩＣＴ農業を推進させる人

材を育成するために必要な知識・技術・期待される人物像などについて

知見を得る 

 

調査対象  

 オランダ ナールドヴァイク 

調査手法  

 現地の視察およびヒアリング調査 

調査項目  

 ・世界園芸センターの概要 

・現在のオランダ施設園芸概要 

・現在のオランダ施設園芸の動向について 

・現在オランダ施設園芸で研究・開発されている内容 

・課題 

 

分析内容 

（集計項

目） 

 

 ・施設園芸で研究されている内容 

・オランダの施設園芸のノウハウとビジネスの融合 

・オランダの施設園芸が進んでいる方向性 

 
 

開発するカリキュラム

にどのように反映する

か（活用手法） 

 

 ・今後のスマート農業のあり方の指針として、オランダの現在の施設園

芸の現状や方向性を検討し、活用する 

 ・オランダの施設園芸で研究されている分野について、日本での応用に

ついて検討し、必要に応じ、カリキュラムに活用する 
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世界園芸センター入口 

 

 

世界園芸センター内に併設されている 

職業学校に通う学生たち 

 

 
連携企業のパネル 

 

 

施設園芸企業ブース 

 

 

  
施設園芸企業ブース 試験研究の様子 
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（調査事例 No7）精密農業実践農家 

実施調査日  

 2019/10/18 

調査者  

 3 名：水江・石関・福田 

 
調査名  

 オランダでのスマート農業実践農家における取り組みについて（先進事

例調査） 

調査目的  

 調査対象が運用されている現地を視察する中で、オランダの大規模畑作

におけるスマート農業の取組み事例、スマート農業を推進させる人材を

育成するために必要な知識・技術・期待される人物像などについて知見

を得る 

 

調査対象  

 オランダ ロイセル 

調査手法  

 現地の視察およびヒアリング調査 

調査項目  

 ・スマート農業の実践に至った背景 

・現在実践しているスマート農業の内容 

・スマート農業による農産物の品質管理と収量の予測・拡大 

・スマート農業を実践している目的 

・ブランディングへの取り組み 

・課題 

 

分析内容 

（集計項

目） 

 

 ・年間の各作業におけるスマート農業の実践項目とその利活用 

・経営面から見たスマート農業の考え方 

・スマート農業が重要だと考える主な理由 

 
 

開発するカリキュラム

にどのように反映する

か（活用手法） 

 

 ・スマート農業を通じ経営効率が上がることを理解させ、スマート農業

を推進していく動機づけとして活用する 

 ・農業経営を行うためには、データをきちんと取ることがいかに重要で

あるかを理解させるために活用する 
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農場風景 

 

 

連携企業のパネル 

 

 

 

  
精密農業の取組 

 

 

 

マルチスペクトルカメラの 

データを活用する噴霧器 

  
馬鈴薯倉庫内風景 マクドナルドフラグシップファーム 
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(４)調査事例報告（調査者別） 
 

①調査者 水江昌史 

 

場所： 果樹農家 ヴィンクラー 

内容： 農業 ICT 実践農家（付加価値を高めた農業） 

所感： 日本と同様な果樹専業農家ではあるが、生産から貯蔵、販売まで

コンサルタントを入れており、Facebook や Twitter などの SNS を

使用し、コミュニケーションを取っている。また同じコンサルタン

トに関わる生産者等の SNS によるコミュニケーショングループが作

成されており、その中で新たな技術や問題の解決に関わる情報を入

手している。 

 リンゴの保冷システムに関して、ネットワークにより常に監視し異常があると常にスマートフォ

ンに送られてくる様に設定されていた。 

 

 

場所： 農業教育センター トリースドルフ 

内容： ICT 農業の教育について 

所感： 様々な企業と連携し、常に最新の機器を使い指導している。校内

においては Wi-Fi ネットワークが整備され、モニタリングデータ等

にネットワークを利用し確認できるようになっていた。 

最新鋭の機械が提携する企業より提供されており、それを用いて展

開している。また、最新鋭の機器だけでなくそれらを工夫し、自分た

ちの教育に合うよう改良するなどが見られた。機械は毎年のように新しくなり常に最新の機器を用

いて、授業や実習が展開されていた。機器は始めに職員に対して説明があり、職員が生徒へ説明や

操作について指示をしていた。 

授業では実践を中心としており、座学で基礎に触れた後、実際に操作するなど実技から学んでい

た。メーカーごとの違いの比較や、使用できない機器等についても学べるようになっていた。 

 

 

場所： クルシウス カレッジ 

内容： 専門学校の園芸教育について 

所感： 2 年生になると様々な企業と連携して、生徒が個別に生産プロジ

ェクトを行い最新の技術から生産管理の方法などについて実践的に学び、

栽培したものは販売される。個別のプロジェクトは 1 つの企業体として

考えられ、1 年生を従業員として経営者となって作業・生産管理や収支等

の経営についても学んで行く。 

 個別プロジェクトは学校の教育に賛同する企業と技術的な面について協力しアドバイスを受けている。

職員が持っている技術は数年前であり最新のものでない。そのため、生徒と企業をつなぐことが最新の

技術を学ぶことにもつながっている。 
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場所： アグリポート 

内容： 最新施設園芸農家 

所感： 作業はすべて IC チップにより管理され、だれが、どこで、どの

時間、作業したかや収量等について細かく記録されている。そして、その

データが常に公開されており休憩所に表示されている。従業員の評価は収

量だけで評価されず。品質を確保するようにしている。 

作業員はグループとなりリーダの端末にチェックインし作業を始める、各

作業員は基本的に単一の作業をしておりすべての作業が IC タグにより管理されていた。 

 

 

場所： 花市場（ロイヤルフローラホランド） 

内容： 世界最大の花市場 

所感： 世界中から集まった花きが取引されており、バーコード等により

1 つ 1 つが管理されていた。取引もすべてデジタルで行われており、落札

された花きは台車ごと処理され、台車のバーコードをチェックしそこに添

付されているシールをもとに各企業の場所へ台車を引き下ろしていった。

台車を引く運搬車もかなりの台数がありそれがひっきりなしに動いており

取引の多さを感じた。 

どの台車を誰がいつ動かしたかが管理されているようであった、台車ごと自動化されている場所もあ

ったがごく一部であった。 

 

 

場所： ワールド ホルティ センター 

内容： 園芸試験研究機関（オランダ園芸の動向） 
所感： 企業と連携し技術の展示も行い常に最新の研究や技術に触れるこ

とが出来るようになっていた。各分野における先進的な技術を展示し学生

が学べる場となっているとともに、広く技術を紹介する場となっている。

また、実験プラントでは各研究において、どのような企業の技術を活用し

行っているのかが明確に表示され、様々な企業の技術を活用し研究ができ

るようになっていた。 

 

 

場所： 畑作農家 ヴァン デン ボルネ 

内容： ICT 農業実践農家 

所感： 最新のドローンやセンサーを活用し、土壌や気象環境、植物の状

態をモニタリングしデータを蓄積していた。それらのデータ活用し最適な

栽培計画や管理方法を立て、GPS による位置管理とマップ情報、播種や散

布等の管理データを作業機へ送信し、作業機を自動走行させながら管理を

行っていることであった。栽培に活用している技術等については HP 等を

通じて公開を行っていた。 

 経営者は常に新しい技術を考え必要性を吟味し、その必要性について判断していた。また、これまで

に蓄積したデータをもとに様々な企業から連携の依頼もあるようであった。 

 しかし、最も重要なのは記録と自分の手で行うことであるとのことであった。 
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②調査者 石関和泰 

 

場所： 果樹農家 ヴィンクラー 

内容： 農業 ICT 実践農家（付加価値を高めた農業） 

所感： リンゴの需要があるにも拘わらず、リンゴの産地から離れたとこ

ろに位置しているため、そこに可能性を求めてたばこ農家から果樹農家に

職種を替えた。経営を確立するため、自分で醸造の免許を取り、果実の蒸

留酒を作ったり、ヘーゼルナッツを絞る機械を導入したりして、消費者の

気持ちを引き寄せようと努力している。 

 店内では広報宣伝用のモニターを利用したり、スマートレジの画面に栽培の様子を映し出したりして、

消費者に付加価値と共に安心安全をアピールしている。 

 地域全体で発展していこうと、他業種の仲間との連携も密にしている。 

 

 

場所： 農業教育センター トリースドルフ 

内容： ICT 農業の教育について 

所感： ドイツ語圏最大の農業学校で、実科学校や大学等の様々な教育機

関を併せ持つ、特色のある学校である。 

 農場も学校に近接し、360ha を所有している。そこを学生は自動運転が

可能なトラクター等、様々な農業機械を使い、実習することができる。 

 ICT 農業に関するカリキュラムは教員が自分の受け持っている科目の中

に組み込み、行っている。新しい知見についても、企業の製品情報等を勉強して、学生に還元するよう

にしている。理論と実践が基本的には半々になるように授業を行っている。 

 

 

場所： クルシウス カレッジ 

内容： 専門学校の園芸教育について 

所感： 世界の園芸をけん引するオランダでは、教育分野においても

企業との連携が進んでいる。それは資材メーカーだけでなく、実際に営

農を行っている園芸企業も含まれる。即ち、産学連携で世界をリードす

る施設園芸の経営者を育てている。 

 オランダの技術の進歩は目まぐるしく、5 年前の設備が使われなくな

ることもある中で、学校でどのように先端技術を教えているかに関心があったが、今回の訪問先では教

員のキャリアを活かし、最先端の企業と学生のマッチングで課題を解決していた。オランダらしい取組

であった。 

 

 

場所： アグリポート 

内容： 最新施設園芸農家 

所感： オランダの施設園芸の規模が 30ha に達し、大規模化が更に進ん

だ。またウエストランドからオランダ南部に展開した園芸の産地も、交通

の便を求めて分散してきた。そこには EU から地球温暖化を防止し、環境

に配慮する農業に対してする助成金が支給されることも関与している。即
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ち、地下水をくみ上げ、その熱を温室で利用しまた地下に戻す設備を整えることで、二酸化炭素の排出

を抑えていこうとするのが最近の傾向のようである。EU から助成金が出ることで暖房設備の投資はそ

の分抑えられるが、30ha の温室を立てる経費は全て自分で支払わなければならないため、負担も大き

いと思われる。  

 

 

場所： 花市場（ロイヤルフローラホランド） 

内容： 世界最大の花市場 

所感： 世界中から集まった花きが取引されており、バーコード等によ

り 1 つ 1 つが管理されていた。取引もすべてデジタルで行われており、

落札された花きは台車ごと処理され、台車のバーコードをチェックしそこ

に添付されているシールをもとに各企業の場所へ台車を引き下ろしていっ

た。台車を引く運搬車もかなりの台数があり、それがひっきりなしに動い

ており取引の多さを感じた。 

どの台車を誰がいつ動かしたかが管理されているようであった、台車ごと自動化されている場所もあっ

たがごく一部であった。 

 

 

場所： ワールド ホルティ センター 

内容： 園芸試験研究機関（オランダ園芸の動向） 

所感： 施設園芸の企業の展示ブースと施設園芸教育施設、試験研究機関

が併設された施設であった。ノウハウを輸出する方向に発展したオランダ

施設園芸の一つの到達点であろう。生産者はここで特化された園芸施設の

設備について、情報を得たり商談ができる。学生は最先端の企業の情報や

最新の研究成果を知ることができる。研究施設も企業から研究の委託を受

けやすくなるなど、今後のオランダ施設園芸を支える中心的な役割を担っていくことは間違いない。な

お、二重温室の試験を行っていたが、現在のオランダ施設園芸で求められているものであると感じた。  

 

 

場所： 畑作農家 ヴァン デン ボルネ 

内容： ICT 農業実践農家 

所感： マクドナルドから世界の 7 つのフラグシップファームの一つと認

定されているだけあり、優秀な農家である。経営面積は 500ha と大規模

だが、経営は至って緻密である。センシングやドローンの使用など、最先

端の技術を用いているが、その目的はあくまでも経営改善であり、手段と

目的を混同していない。また、精密農業は祖父の代の手書きのノートから

始まったと言い、講演の最初に泥だらけの手で馬鈴薯を持っている写真を見せていたことから、地に足

の着いた農家であるとも感じた。精密農業とは時間、場所、やるべきことを正しくする事との考え方は

説得力がある。 
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③調査者 福田篤志 

 

場所： 果樹農家 ヴィンクラー 

内容： 農業 ICT 実践農家（付加価値を高めた農業） 

所感： 当たり前のことだが、りんごに「特化」した、生産、選別、

保存と、生産現場から顧客の手元に届くまでの各工程において徹底管理

され、商品のりんごが、狙った品質のまま届けられるようになっていた。  

 この事は、生産をはじめとした経営、マーケティング、生物、化学、

営業などについて情報技術などを用いて効率化し実現することで、多角

的にキャッシュポイントの創出と、様々な知識を持ち合わせていた。このことが、6 次産業化、ダイバ

ーシティ化を実現してる成功例に思えた。 

 初期投資はかかるものの、知識や、技術として、経営者自身の知識が広く、深いことが印象的。 

 

場所： 農業教育センター トリースドルフ 

内容： ICT 農業の教育について 

所感： 所感： 各設備・機器は、協賛メーカーより無償での提供され

ている。各メーカーからの説明を数回受け、その講義を講師陣も受講す

る。専任の講師は、学生より効率的に知識を吸収できる。その後に、講

師が学生に繰り返しアドバイスを行うサイクルが確立されていた。また、

利用する設備や機器類を手に取り、仕組みや構造、利用方法、課題問題

点までを提示し、その後に、それらを活用して、生産工程においては実習形式で飼育を行い、販売。経

営全般をイメージしながら学習。 

 

場所： クルシウス カレッジ 

内容： 専門学校の園芸教育について 

所感： 企業と学校、学生の関係性がポイントで、学校においては、

ハブであり、学生と企業をつなぐ役目を中心に行い、企業からいただい

た内容を反復学習として実践している。企業と連携することにより、よ

りタイムリーな最先端技術な実践的な学びを展開している。また、生産

だけでなく、1 次＋2 次＋3 次＝６次産業すべてを行い、経営から販売、

生産とすべてを学習することにつながっている。さらに、協賛企業は、無償で資材や機械を提供、先行

投資することにより、ゆくゆく就農者になった際に優良顧客としておつきあいしていくように考えてい

る。その際に、SNS 等を有効に利用し、企業と学生、学校が相互に連絡をタイムリーにつなげているこ

とが重要である。 

 

 

場所： アグリポート 

内容： 最新施設園芸農家 
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所感： 30ha の敷地を利用した地中熱や太陽光を利用した再生可能エネルギーを、欧州のデジタルゲ

ートウェイとして巨大なデータセンターに供給として売電の収益、また農産物を営農の大きな収益とし

ている。国連で採択された SDGs（持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals）をすでに

多数項目において業務の中に組み込まれているイメージを持った。「必要最低限」「効率化」「技術の

利用」が業務の中にしっかりと組み込まれ、数値をもとにすべての作業を計測し、労働量（担当者の時

間や）や収量、作目の生育環境情報など、数値化できるものを多く数値化し、経理・労働・収量・計画

予測など、数値から作業を行っていた。 

 

 

場所： 花市場（ロイヤルフローラホランド） 

内容： 世界最大の花市場 

所感： 世界最大の花市場ということで、自動化が進んでいる

と思ったが、意外とアナログな部分が多くみられた。背景には、

雇用の創出などもあるかと思う。段階的に設備投資などを行いデ

ジタルで制御し、自動化を行っていると仮定すると、必要となる

整備は済んでいるように思えた。生産者の視点に立つと、どのよ

うに物流を制御しているのかを理解しているとすれば、出荷前作

業も改善等ができるのではないかと思えた。  

 

 

場所： ワールド ホルティ センター 

内容： 園芸試験研究機関（オランダ園芸の動向）  

所感： 「クルシウス  カレッジ」同様に、企業と学校、学生の

関係性がうまくかみ合っている施設だった。  企業のウェイトが

特に大きく、資材や、研究内容などが、学生に還元されているよ

うに思えた。日本における社外秘の研究成果などが惜しみもなく

提供され、学生が日々の学びにおいて当たり前のよう見聞きでき

る環境があり、これらを利用し、実戦形式で個人が考える生産を

実戦形式で学んでいた。  

 

 

場所： 畑作農家 ヴァン デン ボルネ 

内容： ICT 農業実践農家 

所感： 農家とは思えないほど情報技術に対し見識があるように

思えた。また、祖父の手書きの知恵を活用するとともに、情報技術

を適材適所に利用し、データを有効活用していた。このデータをも

とに、マテリアルとなる圃場の整備から生産計画、収益予測など６

次化を更に進化させるような取り組みを行っていて、尚且つ、新し

い技術を活用することを前向きに楽しんでいるように思えた。  

  



 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

  



 

59 

 

 

 

 

 



 

60 

  



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

64 

 

 

 

 

 

Ⅳ 開発報告 

 

 

 

Ⅳ－１ シラバス・コマシラバス 

Ⅳ－２ 教材（別紙参照） 

 

 

 

 

 

  



 

65 

 

 

〇：該当

〇：該当

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

担当教員
実務経験のある

教員科目

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。

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

到達目標
(目標検定･資格を含む)

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
（使用するテキスト等）

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

第６回目 栽培の実際

品種の基本的生理、特性、諸性質、選択

第７回目

栽培の実際 本圃での生育と栽培

圃場準備と播種

第８回目

栽培管理実習 播種実習

第１４回目

栽培管理実習 収穫・選別・調整実習

各種栽培 セル成型苗移植栽培

第１５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１１回目

各種栽培 夏まき移植栽培

第１２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９回目

栽培の実際 暖地・平坦地・高冷地、寒冷地等での栽培

ICT利用 センシングを用いた収穫予測

第１３回目

第１０回目
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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や
日本への伝播と栽培の発展について触れ、ホウレンソウ栽
培に興味を持たせる。

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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

留意点

植物の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
的に参加出来なくなる。その為に理解が難しい
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

回科目名 露地栽培Ⅰ 授業回数 第 2

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。

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。

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

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事
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。

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

本単元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
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。
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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

本単元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

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

本単元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

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

本単元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

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：

・畑の準備と畝作り

・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

本単元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

ホウレンソウを播種するにあたり、そ
の前に行うべき畝作り、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、畝作りやホウレン
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
畑の準備と畝作り、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

・畝作り

・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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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、その方法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

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、畑の準備や畝作
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

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

本単元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：

・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

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

本単元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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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
で経営の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

本単元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

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

本単元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

本単元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

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

本単元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

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上
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繋がること
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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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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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、その方法のポイント
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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〇：該当

〇：該当

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

担当教員
実務経験のある

教員科目

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。

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

到達目標
(目標検定･資格を含む)

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
（使用するテキスト等）

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

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４回目

第５回目

第６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

本圃での生育と栽培 ほ場の準備、施肥、生育診断と草勢管理

本圃での生育と栽培 温度、湿度管理、潅水

本圃での生育と栽培

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

第１１回目 栽培管理実習

仕立て方・整枝と生育

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

栽培管理実習 管理作業実習（誘引・芽かき）

管理作業実習（葉かき）

第９回目

第１０回目

第１３回目

栽培管理実習 管理作業実習（収穫・選別・調整）

第１４回目

障害と対策 生理障害・重要病虫害の原因と対策

第１５回目

環境制御 CO2、温室度・養水分等の環境管理とICTの利用
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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：

・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 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 1

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。

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や日本へ
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。

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

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。

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

本単元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・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

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

本単元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

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

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。

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。

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。

回科目名 温室栽培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：

・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

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

本単元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

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

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。

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。

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。

回科目名 温室栽培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：

・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

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

本単元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

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

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。

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。

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。

回科目名 温室栽培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：

・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

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

本単元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

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

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。

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。

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。

回科目名 温室栽培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：

・圃場の準備

・施肥

・生育診断と草勢管理

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

本単元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

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、さらには収益の
減少に繋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。

ほ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
内容とその意味やポイントについて
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
ほ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。

単元名 本圃での生育と栽培

指導計画

ほ場でトマトの栽培管理ができるよう
にする。今回はほ場の準備や肥料の
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
ほ場の準備、施肥、生育診断と草勢管理につ
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：

・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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

留意点
・前回の授業でほ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

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

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られる。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。

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。

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

トマトを栽培する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。

回科目名 温室栽培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：

・温度管理

・湿度管理

・潅水

評価項目・方法

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 8

単元名 本圃での生育と栽培

指導計画

ほ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。

学生の活動

導入 10
ほ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。

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

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、さらには収益の
減少に繋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。

ほ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

本単元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
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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

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 9

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。

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。

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

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、さらには収益の
減少に繋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。

ほ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

本単元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
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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

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 10

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。

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。

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

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。

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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：

・葉かきのやり方

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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。

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。

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。

回科目名 温室栽培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：

・着果促進

・果実の発育と品質

・収穫・出荷

評価項目・方法

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 12

単元名 本圃での生育と栽培

指導計画

ほ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。

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。

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

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、さらには収益の
減少に繋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。

ほ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。

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

本単元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
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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

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

本単元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

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

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。

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。

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。

回科目名 温室栽培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：

・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

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

本単元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

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。

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。

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。

回科目名 温室栽培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：

・収穫果の見極めと収穫作業

・選別作業

・調整作業

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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

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。

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
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。

回科目名 温室栽培Ⅰ 授業回数 第 15
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〇：該当

〇：該当

第１１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１２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９回目

有機農業（認証） 認証の手続きと認証後の作業

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１３回目

第１０回目

第１４回目

有機農業（まとめ）
有機農産物の生産から販売、記録に至る作業演
習

有機農業(規格） 有機農産物のJAS規格（生産の方法）

第１５回目

有機加工食品 有機加工食品のJAS規格

第６回目 GAP（農場経営管理）

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７回目

GAP（まとめ）

各部門における責任者の配置、教育訓練の実施

第８回目

GAP（事例紹介）

GAPの取組演習

優良事例及び問題事例

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）

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１回目 GAP概要 GAPについての説明

到達目標
(目標検定･資格を含む)

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
（使用するテキスト等）

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

担当教員
実務経験のある

教員科目

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。

授業時数 15 単位数

授業方法 講義＋演習 企業等との連携

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
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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

本単元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貰うこと
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



 

99 

 

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提起をする。

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。

GAPにおいては、区分だけでなく取
組事項も多いため、理解しきれない
まま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

本単元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



 

100 

 

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提起をする。

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。

GAPにおいては、区分だけでなく取
組事項も多いため、理解しきれない
まま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

本単元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提起をする。

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。

GAPにおいては、区分だけでなく取
組事項も多いため、理解しきれない
まま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

本単元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に取り組む事により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。

GAPにおいては、区分だけでなく取
組事項も多いため、理解しきれない
まま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

本単元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受講生には難しく
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



 

103 

 

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

本単元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受講生には難しく
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。

GAPにおいては、区分だけでなく取
組事項も多いため、理解しきれない
まま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提起をする。

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
産者の取り組みから、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

本単元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、そのままで
は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
を事例にし、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
るために必要な対応策について理
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。

取組に対する対応は様々に考えら
れるが、その対応策を選択肢から選
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
な対応を行ったらよいか、また対応
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

本単元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

本単元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

本単元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

本単元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、スプラウト類、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

本単元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

本単元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ＪＡＳ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

本単元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販売不可
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

本単元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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〇：該当

〇：該当

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

担当教員
実務経験のある

教員科目

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。

第１回目
日本の農業をとりまく
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

到達目標
(目標検定･資格を

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
（使用するテキス

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２回目
日本の農業をとりまく
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

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

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
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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：

・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

本単元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

今後の日本の農業における課題解
決と発展について、スマート農業の
現在地とこれから進むべき方向につ
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。

日本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。

日本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
日本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 日本の農業をとりまく状況　1

指導計画

日本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
日本の農業の状況を、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・バイ・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

本単元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。

日本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。

日本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 日本の農業をとりまく状況　2

指導計画

日本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：

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

・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

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：

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

・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

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：

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

・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

反省・指導を
受けた内容

まとめ 20

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。

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。

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。

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、
ほ場ごとにコスト計算や、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。

回科目名 農業データ基礎 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：

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

・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

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

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：

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

・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

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

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：

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

・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

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

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
ない受講生は理解度が追い付かな
い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、調査時の
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：

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

・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

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

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追い付かな
い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：

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

・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

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

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追い付かな
い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：

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

・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

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

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。

政府の取り組みに対し、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：

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

・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

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

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：

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

・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

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：

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

・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

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

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：

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

・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

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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〇：該当

〇：該当

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

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

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

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

到達目標
(目標検定･資格を

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
（使用するテキス

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

担当教員
実務経験のある

教員科目

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

授業時数 15 単位数

授業方法 講義＋演習 企業等との連携

科目名 農業ICT概論 学科名

分類 必修/選択 配当年次・学期
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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

本単元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、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

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

本単元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

科目名 農業ICT概論 授業回数 第 3 回

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

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。

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。

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
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。
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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：

・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。

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。

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。

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
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。
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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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解してい
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

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。

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。

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等全般的
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

回科目名 農業ICT概論 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：

・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

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

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。

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。

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

回科目名 農業ICT概論 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：

・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 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。

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。

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。

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
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：

・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
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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：

・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。

□

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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〇：該当

〇：該当

第１１回目

センシング実習3 画像からAIで栽培作物を検知

第１２回目

利活用例3 自動潅水施肥装置への利用第９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

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１３回目

第１０回目

第１４回目

まとめ センシング基礎講座のまとめ・振り返り

センシング実習2 自分で作るセンサボックス

第１５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６回目
取得したデータの収
集・利活用

目的に応じたカメラの使い分け

第７回目

利活用例2

データの関連付けとその活用方法

第８回目

利活用例1

トマトのミスト噴霧による高収量化

果樹りんごの病虫害予測

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

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

到達目標
(目標検定･資格を含む)

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
（使用するテキスト等）

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

担当教員
実務経験のある

教員科目

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

授業時数 15 単位数

授業方法 講義＋演習 企業等との連携

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
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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

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

本単元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

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、その言葉の意味が判
らないことで理解度が進まないこと
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。

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。

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。

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。

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 1



 

147 

 

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

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

本単元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

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
ことや、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。

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。

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。

回科目名 センシング技術基礎 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：

・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

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 3

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。

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。

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。

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

本単元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
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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

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

本単元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

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。

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。

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。

回科目名 センシング技術基礎 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：

・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

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

本単元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

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。

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。

単元名 カメラの種類と見るモノ

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

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。

回科目名 センシング技術基礎 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：

・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

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 6

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繋がることを
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。

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。

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。

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

本単元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
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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

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 7

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。

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。

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。

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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
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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

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 8

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。

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。

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。

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

本単元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
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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

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 9

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。

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。

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。

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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
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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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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。

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。

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。

回科目名 センシング技術基礎 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：

・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

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 11

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。

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。

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。

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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
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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

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 12

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。

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。

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。

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

本単元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
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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：

・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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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。

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。

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。

回科目名 センシング技術基礎 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：

・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

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 14

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。

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。

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、その方法を理解
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

本単元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
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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：

・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

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

本単元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

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。

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。

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。

回科目名 センシング技術基礎 授業回数 第 15
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〇：該当

〇：該当

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。

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について概要を習得す
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。

到達目標
(目標検定･資格を含む)

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
（使用するテキスト等）

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

担当教員
実務経験のある

教員科目

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

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

科目名 ドローン基礎 学科名

分類 必修/選択 配当年次・学期
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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

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

本単元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

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。

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。

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。

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 1



 

163 

 

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

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

本単元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

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
に対するリスクの要因となる、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。

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。

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。

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。

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 2



 

164 

 

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

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

本単元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

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
ラブルほ場内やほ場外への投
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。

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。

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。

回科目名 ドローン基礎 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：

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

本単元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

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

□

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。

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。

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。

回科目名 ドローン基礎 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：

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

本単元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

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

□

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。

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。

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。

回科目名 ドローン基礎 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：

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

本単元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

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。

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。

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。

回科目名 ドローン基礎 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：

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

本単元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

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
ミュレーターであれば、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。

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。

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。

回科目名 ドローン基礎 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：

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

本単元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

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
ミュレーターであれば、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。

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。

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。

回科目名 ドローン基礎 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：

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

本単元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

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
ミュレーターであれば、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。

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。

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。

回科目名 ドローン基礎 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：

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

本単元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

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
ミュレーターであれば、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。

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。

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。

回科目名 ドローン基礎 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：

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

本単元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

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
ミュレーターであれば、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。

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。

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。

回科目名 ドローン基礎 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：

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

本単元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

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
ミュレーターであれば、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。

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。

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。

回科目名 ドローン基礎 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：

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

本単元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

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。

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。

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
や各種映像のフォーマットにつ
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。

回科目名 ドローン基礎 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：

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

本単元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

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は流行り
等もあり、編集物の利用率の費
用対効果が捉えづらい。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。

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。

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。

回科目名 ドローン基礎 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：

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

本単元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

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。

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、
自分で行えるように学習する。

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。

回科目名 ドローン基礎 授業回数 第 15
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〇：該当

〇：該当

第１１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１２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９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

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１３回目

第１０回目

第１４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）

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１５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６回目
農業における使われ
方②

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７回目

ドローンによる情報
可視化

ほ場見回り（画像による気づき）

第８回目

農業における使われ
方③

高精細カメラ撮影によるデータ分析の傾向と特徴

ナレッジデータベースと鳥獣害対策

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

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

到達目標
(目標検定･資格を含む)

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
（使用するテキスト等）

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

担当教員
実務経験のある

教員科目

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

授業時数 15 単位数

授業方法 講義＋演習 企業等との連携

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
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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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〇：該当

〇：該当

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

担当教員
実務経験のある

教員科目

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。

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

到達目標
(目標検定･資格を

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
（使用するテキス

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２回目
営農で活用される農
業データ１

第３回目
農業データを扱う人材
像２

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４回目
次世代農業データ活
用ユースケース１

第５回目
次世代農業データ活
用ユースケース２

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６回目
暗黙知を形式知にす
る農業データ活用

第７回目
事業承継に向けた農
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

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

第９回目
農業データを扱う人材
像２

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

第１５回目
農業データ活用の将
来像２

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
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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

本単元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

本単元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・タブレット、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、Ｕ
ＥＣＳ、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



 

196 

 

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

本単元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

本単元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

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

本単元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

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をしなけ
ればならないが、現状ではそこでも
経験や勘が頼りなっている。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。

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。

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。

回科目名 農業データ活用 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：

・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

本単元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も過
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

本単元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

本単元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

本単元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

本単元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



 

204 

 

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

本単元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繋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事により農産
物の品質向上に役立つ事を事例を紹
介しながら説明する。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ＩＣ
Ｔの導入に前向きになれば、農業イノ
ベーションの源泉となることを理解す
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



 

205 

 

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

本単元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
以上に固執している場合がある。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という事を
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事を認識す
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



 

206 

 

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

本単元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る。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



 

207 

 

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

本単元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



 

208 

 

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

本単元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
な変化をもたらしたかについて、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



 

209 

 

〇：該当

〇：該当

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

課題の発見と提案書の作成

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

到達目標

(目標検定･資格を含む)

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

（使用するテキスト等）
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

担当教員
実務経験のある

教員科目

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

授業時数 15 単位数

授業方法 講義＋演習 企業等との連携

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



 

210 

 

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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
必要となってしまい捉えづらい。 □

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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

数学的な⼿法を用いて規則性または

不規則性を見出し、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
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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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、ほ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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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、ほ場管理の
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、ほ場管理の
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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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

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

本単元は以下の事項であり、知識として理解している事

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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〇：該当

〇：該当

第１４回目

立地と流通

第１５回目 各種ツールを用いた分析演習

第１１回目

データ分析演習2

第１２回目

データの見える化（Excelによるグラフ作成演習）データ分析演習1

第１３回目

各種ツールの活用2

立地条件と流通機能の役割

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

各種ツールの活用3

地域経済分析

価値の効果的な宣伝・販売方法

第４回目

価値を伝える手法

購買データ分析1

第５回目

顧客との関係構築第６回目

マーケティング演習1

顧客満足度向上と顧客離れ防止

第７回目

農作物・こだわり・顧客との信頼構築演習

第８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９回目

第１０回目

農業・農産物の価値

ブランド形成に求められるもの

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

ブランディング

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

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

第１回目

各種ツールの活用1

農業や農産物が持つ価値の考察

到達目標
(目標検定･資格を含む)

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
（使用するテキスト等）

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

担当教員
実務経験のある

教員科目

購買データ分析2

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
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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

本単元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

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

本単元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

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

本単元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

本単元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

本単元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

本単元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の手法
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

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

本単元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

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。また商圏の範囲の測定と
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

本単元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

農と食の連携強化は、農業従事者にとって食
品産業に対し農産物の販売を拡張できる利点
がある。食品産業にとっては、地元地域の農産
物を利用できることにより、競合相手との差別
化が図れ、消費者に対して訴求力を高める効
果が期待できる。消費者にとっても生産者や加
工者の顔が見え安心安全な食の提供を受けら
れる。その様なメリットを学ぶ。

□
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

本単元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

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

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

本単元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

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

本単元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

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

本単元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

本単元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

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

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。

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

本単元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

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

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。

□
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。

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

本単元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

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

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。

□
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。

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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Ⅴ．実証講座報告 
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Ⅴ．実証講座報告 

 

この章では、実証講座として行った「アグリスマートワーク人材養成講座（e ラーニング）」

について、報告を行います。 
 

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にしている。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」として講座を

実施した。 

 

 

２．実施内容 
（１）開講講座 

本年度は「アグリスマートワーク人材養成講座」として e ラーニングのプラットフォーム

「gacco」を使用し、「センシング技術基礎」と「温室栽培Ⅰ」を e ラーニングとして実施し

た。 

 

（２）受講生の概要 

  受講生は昨年度同様に専門学校の学生及び教職員を中心に３１名が受講した。 

 

（３）講座内容 

 実証講座は開発したコマシラバスに従い、今年度は主に実習を行うコマシラバスを選び、以

下の内容で構成した。 

 

 ①センシング技術基礎 

＜構成＞ 

１章 農業センシング概論 序論 

１節 農業センシングとは（動画１０分２２秒＋確認テスト） 

      
２章 センシング実習 実際にセンシング 

２節－１ 環境計測センサ BOX（動画２分２５秒） 

２節－２ 誰でも作れる！UECS センサ BOX（動画１分５９秒） 

２節－３ 鳥獣罠検知センサ（動画２分１７秒） 

２節－４ LPWA 温・湿度センサ（動画１分４秒） 
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 ②温室栽培Ⅰ 

  ＜構成＞ 

    第１０回 誘引・芽かき 

      芽かき（動画６分３３秒） 

      誘引（動画５分２０秒） 

 

    第１１回 葉かき 

      葉かき（動画３分１３秒） 

           
 

（４）教材の撮影 

  動画教材のうち、「センシング技術基礎」はドコモ gacco の専用スタジオにて撮影を行い、

「温室栽培Ⅰ」は中央農業大学校の教室を使用して撮影した。また、教材のうち「温室栽培Ⅰ」

は次年度以降の教材（動画）開発に向けた知見を得るため、専門学校中央農業大学校の教職

員・スタッフで撮影・編集を行った。 

  教材の撮影風景等については「Ⅱ．事業実施状況 ６．テキスト及び教材の開発」を参照い

ただきたい。 

 

 

３．受講生アンケートの結果 

（１）アンケート項目 

  アンケートは問１～９までの９問を設定した。問５は講座内容を鑑み、それぞれの口座に合

わせた質問とした。問５以外の設問は共通とした。 

具体的な項目は次のとおりであるが、設問はプラットフォーム指定のものと、学校が独自に

設定したものに分かれている。 
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＜２講座共通アンケート項目＞ 

 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）を半角数字 4 桁でお書きください。※必須 

問 3.現在お住まいの都道府県をお選びください。※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 6．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下さい。※必須 

問 7．オンラインでの学習を終えて、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 

問 8．問 7 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。※任意 

問 9．この講座を受講した感想・改善点・要望について、ご自由にご記入ください。※任意 

 

＜センシング技術基礎＞ 

問 5．gacco 特別講座「アグリスマートワーク人材養成プログラム～センシング技術基礎～」

の受講を終えて、農業分野へのセンサ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下さい。※必須 

01. 農業分野へのセンサ活用について関心が高まった 

02. 農業分野へのセンサの活用についてもっと詳しく知りたくなった 

03. 農業分野へのセンサ活用にチャレンジしてみたくなった 

04. 農業分野へのセンサ活用にチャレンジする農家を応援したくなった 

05. 自分でセンサを組み立てることに興味を持った 

06. 自分でセンサを組み立ててみたいと思った 

07. 自分でセンサを組み立てられると思った 

08. 農業分野へのセンサ活用に興味が無い/なくなった 

09. 特になし 

 

＜温室栽培Ⅰ＞ 

問 5．gacco 特別講座「アグリスマートワーク人材養成プログラム 2～温室栽培Ⅰ～」の受講

を終えて、温室でのトマト栽培の管理作業（誘引・芽かき・葉かき）についてどの程度理解

できましたか。あてはまるものすべてにチェックを付けて下さい。※必須 

   01. 温室でのトマト栽培の管理作業について関心が高まった 

02. 温室でのトマト栽培の管理作業についてもっと詳しく知りたくなった 

03. 温室でのトマト栽培の管理作業にチャレンジしてみたくなった 

04. 温室でのトマト栽培をしている農家を応援したくなった 

05. 自分で温室でのトマト栽培の管理作業をすることに興味を持った 

06. 自分で温室でのトマト栽培の管理作業をしてみたいと思った 

07. 自分で温室でのトマト栽培の管理作業業をできると思った 

08. 温室でのトマト栽培の管理作業に興味が無い/なくなった 

09. 特になし 

 

 

４．実証講座による検証結果 

本年度は実証段階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」として講座を行った。そのため、実習等の対面型授業へ e

ラーニングがどのように活用できるかを検討するため、アンケート項目を設定した。受講者ア

ンケートの結果をもとに検証を行った。 

 

（１）受講生アンケート結果より 

  アンケートの設問５は講座内容についての理解や実習への意欲を確認する内容とした。こち
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らの結果は以下のようになっている。 

 

どちらの講座も「関心が高まった」が最も多く、それぞれアンケート回答者の２０％程度と

なっている。 

また、「興味を持った」という項目については“センシング技術基礎”は１６．４％、“温室

栽培Ⅰ”は７．４％となっている。 

  これらの動画を見て実習を行う際の反応としては、動画内容を“やってみたいと思うように

なった”と回答した受講生はそれぞれ１０％強となっている。 

  「自分でセンサを組み立ててみたいと思った」１１．５％ 

  「自分で温室でのトマト栽培の管理作業をしてみたいと思った」１１．１％ 

 動画を見ることで意欲を向上させる効果が少なからずあることが確認できた。 

“できると思った”と回答した受講生数は受講生全体から見ると少なくなっており、センシ

ング技術基礎は１４名中５名、温室栽培Ⅰは１４名中１名となっている。 

「自分でセンサを組み立てられると思った」８．２％ 

「自分で温室でのトマト栽培の管理作業業をできると思った」３．７％ 

 

 

 ＜センシング技術基礎＞ 問５の詳細結果 

 

   
 

No. カテゴリ 実数 ％ 

1 農業分野へのセンサ活用について関心が高まった 12 19.7% 

2 農業分野へのセンサの活用についてもっと詳しく知りたくなっ

た 

9 14.8% 

3 農業分野へのセンサ活用にチャレンジしてみたくなった 8 13.1% 

4 農業分野へのセンサ活用にチャレンジする農家を応援したくな

った 

7 11.5% 

5 自分でセンサを組み立てることに興味を持った 10 16.4% 

6 自分でセンサを組み立ててみたいと思った 7 11.5% 

7 自分でセンサを組み立てられると思った 5 8.2% 

8 農業分野へのセンサ活用に興味が無い/なくなった 2 3.3% 

9 特になし 1 1.6% 
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01. 農業分野へのセンサ活用について関心が高まった

02. 農業分野へのセンサの活用についてもっと詳しく知りたくなった

03. 農業分野へのセンサ活用にチャレンジしてみたくなった

04. 農業分野へのセンサ活用にチャレンジする農家を応援したくなった

08. 農業分野へのセンサ活用に興味が無い/なくなった

09. 特になし
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回答数合計 61 100.0% 

 
回答人数合計 14 

 

 

 

 ＜温室栽培Ⅰ＞ 問５の詳細結果 

   
 

No. カテゴリ 実数 ％ 

1 温室でのトマト栽培の管理作業について関心が高まった 6 22.2% 

2 温室でのトマト栽培の管理作業についてもっと詳しく知りたく

なった 

5 18.5% 

3 温室でのトマト栽培の管理作業にチャレンジしてみたくなった 5 18.5% 

4 温室でのトマト栽培をしている農家を応援したくなった 4 14.8% 

5 自分で温室でのトマト栽培の管理作業をすることに興味を持っ

た 

2 7.4% 

6 自分で温室でのトマト栽培の管理作業をしてみたいと思った 3 11.1% 

7 自分で温室でのトマト栽培の管理作業業をできると思った 1 3.7% 

8 温室でのトマト栽培の管理作業に興味が無い/なくなった 0 0.0% 

9 特になし 1 3.7% 
 

回答数合計 27 100.0% 
 

回答人数合計 8 
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01. 温室でのトマト栽培の管理作業について関心が高まった

02. 温室でのトマト栽培の管理作業についてもっと詳しく知りたくなった

03. 温室でのトマト栽培の管理作業にチャレンジしてみたくなった

04. 温室でのトマト栽培をしている農家を応援したくなった

08. 温室でのトマト栽培の管理作業に興味が無い/なくなった

09. 特になし
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５．まとめ 

本年度の実証講座は、授業方法に演習・実習を採用するシラバスから２科目を選定し、次の

内容を実施した。これらのシラバス・コマシラバスは別途参照いただきたい。 

栽培管理ユニット「温室栽培Ⅰ」 

第１０回「栽培管理実習」 

第１１回「栽培管理実習」 

ICT 化ユニット「センシング技術基礎」 

第 １回「概論（導入部）」 

第１２回「先進部実習」 

 コマシラバス及びテキスト教材に基づき、演習や実習に入る前の導入部や説明部を e ラーニン

グ教材（動画）として開発し、その内容を検証した。プラットフォームは昨年度事業に引き続

き gacco を利用した。システムに付帯する機能のうち、受講記録として確認テストの受講者

数・正答率・平均試行回数の結果表示、受講者アンケートを使用した。今年度も実証期間が短

く、一部のコマシラバスのみの実施であったため修了証発行機能などは使用しなかった。 

  実証講座は専門学校の学生を中心に３１名が受講した。受講期間が計画よりも短く、アンケ

ート回答期限までに回答数は受講者の半分程度となってしまったが、e ラーニングから演習・

実習につなげるための受講生の意欲・態度の変化をアンケートで測定することができた。アン

ケート結果からは動画による導入や説明は授業内容に対する意欲が向上する効果があると思わ

れる。一方で、これらの動画を見るだけでは“自分でできる”と思うまでには至らず、演習や

実習を行いながら習得していくことは必須といえる。この点については、動画と演習・実習の

双方を受講する実証をさらに進めることで効果を確認する必要がある。 

  また、e ラーニングを事前学習に活用することや事後学習として活用することへの効用の確

認は次年度以降の実証講座において課題として取り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

６．アンケート結果詳細 
（１）センシング技術基礎 

 

問 1．あなたの性別をお知らせください。（SA）（必須） 

No. カテゴリ 実数 % 

1 01. 男性 11 78.6% 

2 02. 女性 3 21.4% 

3 03. その他 0 0.0% 
 

回答数合計 14 100.0% 

 
 

 

78.6% 21.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

01. 男性 02. 女性 03. その他
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問 2．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。（FA）（必須） 

No. カテゴリ 実数 % 

1 1950 年代 1 7.1% 

2 1960 年代 4 28.6% 

3 1970 年代 4 28.6% 

4 1980 年代 3 21.4% 

5 1990 年代 2 14.3% 

6 2000 年代 0 0.0% 
 

回答数合計 14 100.0% 

 
 

 

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。（SA）（必須） 

No. カテゴリ 実数 % 

1 01. 短大生・高校生・専門学校生 0 0.0% 

2 02. 教師など学生を指導する立場の方 12 85.7% 

3 03. 自治体職員 0 0.0% 

4 04. その他の社会人 2 14.3% 
 

回答数合計 14 100.0% 

 
 

 

 

 

1

4 4

3

2

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代

0

12

0
2

0

10

20

01. 短大生・高校生・専門学校生 02. 教師など学生を指導する立場の方

03. 自治体職員 04. その他の社会人
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問 5．gacco 特別講座「アグリスマートワーク人材養成プログラム～センシング技術基礎～」

の受講を終えて、農業分野へのセンサ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下さい。（MA）（必須） 

No. カテゴリ 実数 % 

1 01. 農業分野へのセンサ活用について関心が高まった 12 19.7% 

2 02. 農業分野へのセンサの活用についてもっと詳しく知りたくな

った 

9 14.8% 

3 03. 農業分野へのセンサ活用にチャレンジしてみたくなった 8 13.1% 

4 04. 農業分野へのセンサ活用にチャレンジする農家を応援したく

なった 

7 11.5% 

5 05. 自分でセンサを組み立てることに興味を持った 10 16.4% 

6 06. 自分でセンサを組み立ててみたいと思った 7 11.5% 

7 07. 自分でセンサを組み立てられると思った 5 8.2% 

8 08. 農業分野へのセンサ活用に興味が無い/なくなった 2 3.3% 

9 09. 特になし 1 1.6% 
 

回答数合計 61 100.0% 
 

回答人数合計 14 
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01. 農業分野へのセンサ活用について関心が高まった

02. 農業分野へのセンサの活用についてもっと詳しく知りたくなった

03. 農業分野へのセンサ活用にチャレンジしてみたくなった

04. 農業分野へのセンサ活用にチャレンジする農家を応援したくなった

08. 農業分野へのセンサ活用に興味が無い/なくなった

09. 特になし
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問 6．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下さい。（MA）（必須） 

No. カテゴリ 実数 % 

1 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） 

7 12.5% 

2 02. センサー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） 

13 23.2% 

3 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） 

10 17.9% 

4 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） 

8 14.3% 

5 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） 

9 16.1% 

6 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） 

9 16.1% 

 
回答数合計 56 100.0% 

 
回答人数合計 14 
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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. センサー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）
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問 7．オンラインでの学習を終えて、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。（MA）（必須） 

No. カテゴリ 実数 % 

1 01. オンラインで学習することの面白さを実感した 9 14.3% 

2 02. 都合の良い時間に学習することができるのがよかった 13 20.6% 

3 03. 講義を繰り返し見ることができるのがよかった 13 20.6% 

4 04. オンラインでの学習は効率的と感じた 10 15.9% 

5 05. 受講を終えて達成感を感じている 7 11.1% 

6 06. モチベーションを維持するのが難しかった 2 3.2% 

7 07. オンラインなので、スケジュール管理が難しかった 2 3.2% 

8 08. 対面授業があるなら参加してみたいと思った 6 9.5% 

9 09. その他 1 1.6% 
 

回答数合計 63 100.0% 
 

回答人数合計 14 
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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がよかった

03. 講義を繰り返し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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（２）温室栽培Ⅰ 

問 1．あなたの性別をお知らせください。（SA）（必須） 

No. カテゴリ 実数 % 

1 01. 男性 7 87.5% 

2 02. 女性 1 12.5% 

3 03. その他 0 0.0% 
 

回答数合計 8 100.0% 

 
 

 

問 2．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。（FA）（必須） 

No. カテゴリ 実数 % 

1 1950 年代 1 12.5% 

2 1960 年代 2 25.0% 

3 1970 年代 3 37.5% 

4 1980 年代 1 12.5% 

5 1990 年代 1 12.5% 

6 2000 年代 0 0.0% 
 

回答数合計 8 100.0% 
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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。（SA）（必須） 

No. カテゴリ 実数 % 

1 01. 短大生・高校生・専門学校生 0 0.0% 

2 02. 教師など学生を指導する立場の方 7 87.5% 

3 03. 自治体職員 0 0.0% 

4 04. その他の社会人 1 12.5% 
 

回答数合計 8 100.0% 

 
 

 

 

問 5．gacco 特別講座「アグリスマートワーク人材養成プログラム 2～温室栽培Ⅰ～」の受講

を終えて、温室でのトマト栽培の管理作業（誘引・芽かき・葉かき）についてどの程度理解

できましたか。あてはまるものすべてにチェックを付けて下さい。（MA）（必須） 

No. カテゴリ 実数 % 

1 01. 温室でのトマト栽培の管理作業について関心が高まった 6 22.2% 

2 02. 温室でのトマト栽培の管理作業についてもっと詳しく知りた

くなった 

5 18.5% 

3 03. 温室でのトマト栽培の管理作業にチャレンジしてみたくなっ

た 

5 18.5% 

4 04. 温室でのトマト栽培をしている農家を応援したくなった 4 14.8% 

5 05. 自分で温室でのトマト栽培の管理作業をすることに興味を持

った 

2 7.4% 

6 06. 自分で温室でのトマト栽培の管理作業をしてみたいと思った 3 11.1% 

7 07. 自分で温室でのトマト栽培の管理作業業をできると思った 1 3.7% 

8 08. 温室でのトマト栽培の管理作業に興味が無い/なくなった 0 0.0% 

9 09. 特になし 1 3.7% 
 

回答数合計 27 100.0% 
 

回答人数合計 8 
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01. 短大生・高校生・専門学校生 02. 教師など学生を指導する立場の方

03. 自治体職員 04. その他の社会人
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問 6．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下さい。（MA）（必須） 

No. カテゴリ 実数 % 

1 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） 

4 12.1% 

2 02. センサー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） 

4 12.1% 

3 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） 

8 24.2% 

4 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） 

7 21.2% 

5 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） 

5 15.2% 

6 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） 

5 15.2% 

 
回答数合計 33 100.0% 

 
回答人数合計 8 
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01. 温室でのトマト栽培の管理作業について関心が高まった

02. 温室でのトマト栽培の管理作業についてもっと詳しく知りたくなった

03. 温室でのトマト栽培の管理作業にチャレンジしてみたくなった

04. 温室でのトマト栽培をしている農家を応援したくなった

08. 温室でのトマト栽培の管理作業に興味が無い/なくなった

09. 特になし
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問 7．オンラインでの学習を終えて、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。（MA）（必須） 

No. カテゴリ 実数 % 

1 01. オンラインで学習することの面白さを実感した 6 18.8% 

2 02. 都合の良い時間に学習することができるのがよかった 7 21.9% 

3 03. 講義を繰り返し見ることができるのがよかった 7 21.9% 

4 04. オンラインでの学習は効率的と感じた 5 15.6% 

5 05. 受講を終えて達成感を感じている 4 12.5% 

6 06. モチベーションを維持するのが難しかった 3 9.4% 

7 07. オンラインなので、スケジュール管理が難しかった 0 0.0% 

8 08. 対面授業があるなら参加してみたいと思った 0 0.0% 

9 09. その他 0 0.0% 
 

回答数合計 32 100.0% 
 

回答人数合計 8 
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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. センサー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）
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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がよかった

03. 講義を繰り返し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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 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 が実

施した平成３０年度「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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２０２０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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