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Ⅰ はじめに 
吾妻中央高校のある吾妻郡は、群馬県北西部に位置しており、草津温泉や四万温泉

などの観光資源が豊かな地域である。また、冷候な気候をいかしたキャベツ栽培や酪

農業などの農業生産も盛んな地域である。しかし、農業従事者の高齢化や少子化など

により担い手不足が深刻となっており、農業人口が減少しているのが現状である。そ

のため、地域農業を支える人材の育成が求められている。 

本校は、普通科・生物生産科・環境工学科・福祉科の４つの学科で編成され、生物

生産科は「将来の食料生産及び地域振興のスペシャリストの育成」を教育目標に掲げ、

教育活動を展開している。１年次は農業全般について学習し、２年次より植物科学・

動物科学に分かれ、専門的な学習をしている。動物科学コースでは、乳牛を中心とし

た産業動物を飼育しており、搾乳実習や家畜管理などの体験を通じて知識や技術を習

得している。しかしながら、生徒は動物に

興味があるものの、ほとんどが非農家で、

将来、農業関係の職業を希望して本校に入

学する生徒はほとんどいない。実際、平成

３０年度の生徒１７名の１年次の進路希望

をみると、農業関係の進学が１名のみで

あった（図１）。 

これらのことから、動物科学コースの

様々な教育活動を通して、次世代を担う農

業人材を育成したいと考え、本主題を設定

した。 

 

Ⅱ 研究の目的 
本校の動物科学コースの教育活動により、農業に関する専門的な知識や技術の習

得・活用を通じて、次世代を担う農業人材を育成する。 

 

Ⅲ 研究方法 
次世代を担う農業人材を育成する目的で、動物科学コースの様々な教育活動を実施

し、研究に取り組んだ（図２）。対象生徒は、平成３０年度に入学した生徒１７名であ

る。また、研究内容は、教育活動の内容や成果について記し、研究のまとめは対象生

徒の変容などを捉えて考察した。 

  

図１ 平成３０年度の入学当初の進路希望 

（ ）は農業系を希望する生徒数 
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Ⅳ 研究内容 
１ 各科目などでの活動 

(1) 遠隔地農場を活用した学習活動 

① 活動内容 

本校舎より５ｋｍ離れた場所に学校が所有する美野原農場という遠隔地農場が

ある。この農場では、乳牛や和牛を中心に多くの動物が飼育されており、科目

「総合実習」では「搾乳」、牛の体を測定する「体尺測定」や「牛舎の掃除」など

をしている（図３・図４）。この科目は毎週２時間連続で実施しており、１年次か

ら３年次まで教育課程に編成されている。また、放課後や長期休業中にも当番実

習や宿泊実習なども設定している。 

② 活動の成果 

１年次の生徒の様子をみると、牛の体が大きく、作業を思うようにできない生

徒が多かった。理由を聞くと「牛が大きくて怖い」や「襲ってくるような気がす

る」などと答えている。しかし、回数を重ねるごとに、牛の扱いに慣れ、２年次

になる頃には牛を１人で捕まえられるようになる。また、牛がなつくことから愛

着が沸いてくる生徒が多い。しかし、牛は産業動物であることから、人間の食料

になることも理解させ、命を尊重する教育もしている。授業を展開しなければな

らない。さらに、作業の効率や危険回避を考慮し、他者とコミュニケーションを

図りながら、実施する必要がある。この他、天候不順でも飼育管理をしなければ

いけないため、生徒の使命感の醸成などにもつながっている。  

図２ 研究の概略図 
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(2) スマート農業を取り入れた学習活動 

① 活動内容 

情報技術の発展に伴い、ＩＣＴやオンラインによる教材提示などを教育活動に

これまでも取り入れてきた。特に、新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する

学校の臨時休業や分散登校では、教師と生徒がオンライン上でやりとりができる

学習支援アプリを活用した動画配信などが有効的であったと考えられる（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現代農業では、農場管理の省力化や高品質生産を目的に、先端情報技術を活用

したスマート農業の推進及び普及がなされている。この情報技術は、次世代型の

農業とも言われ、時代のニーズに対応した教育活動の実施の観点から、対象生徒

に学習の機会を与えたいと考えた。本校には、これに関する機械・機器として、

コンピュータ制御が可能なトラクターや効率的にサイレージ（ウシの飼料）がで

きる「細断型コンビラップ」などがあるが、スマート農業を対象生徒に学習の機

会を設定したいと考え、全員が体験できるドローン操作の実習を取り入れて実施

した。  

図３ 搾乳実習 図４ 乳牛の体尺測定 

図５ 学習支援ソフトを活用した動画配信の具体例 
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スマート農業とは、ロボット技術やＩＣＴ（情報通信技術）、ＡＩ（人工知能）やＩｏＴ

などの先端技術を活用し、省力化や農産物の品質向上を可能にする新しい農業のことを

言う。日本の農業は高齢化や後継者不足に伴う労働力不足をはじめ、様々な課題があ

る。これらの解決や成長産業化する取り組みのひとつにスマート農業の推進が試みられ

ている。具体的な活用方法として、「タブレット端末による農場の遠隔操作」、「自走ト

ラクターによる圃場の管理」や「農業用ドローンによる農薬散布」などが挙げられる。 

ドローンの操作は、上空に飛ばし、左右の動作や旋回などの操作をさせた。ま

た、ドローンの操作だけではなく、写真や動画の撮影なども実施した（図６）。さ

らに、実習だけではなく、スマート農業に関する知識を理解させる座学も平行し

て実施した。なお、この活動をするにあたり、ドローンについての知識や技術を

について把握する目的で、表１のような質問内容を生徒にアンケートを実施した。

また、学習後の理解度を把握する目的で、同じ内容の質問を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ スマート農業に関するアンケートの内容 

活動の前後に実施したアンケートの質問内容 

質問１：スマート農業を聞いたことがありますか？ 

質問２：どのような機械や機器を使用するか知っていますか？ 

質問３：実際にスマート農業にかかわる機器をしようしたことがありますか？ 

質問４：スマート農業を取り入れるとしたら、どのような活用方法がありますか？ 

 

 

  

図６ ドローンの操作の学習 
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② 活動の成果 

スマート農業についての座学では、スマート農業の概要やこれに関わる機械や

機器の活用を学習した。また、学校所有の機械・機器の写真や動画を活用して、

理解を促した。ドローンを活用した実習では、生徒のほとんどが操作したことが

なかったが、全ての生徒が容易に操作できたことが生徒観察から確認できた。ま

た、授業の中で、「トウモロコシ畑を巡回させたい」や「人が入れない藪の中を上

空から撮影する」などの発言もあり、学校農場での活用方法を気づかせることが

できた。 

アンケート結果（図７）をみると、質問１では、実施前が１７．６％だったが、

実施後は全ての生徒が“はい”と回答している。質問２については、“はい”と回

答した生徒が２３．５％から８８．２％に増加した。また、生徒の記述をみると、

実際に操作したドローンの他に「自走トラクター」や「ＩｏＴ」と回答した生徒

もおり、スマート農業への理解が深まったと考えられる。質問３では、ドローン

操作を全生徒が体験したため“はい”が１００％となった。質問４も１１．８％

から８８．２％に増加し、この活動を通して、「機械の遠隔操作」や「放牧牛の管

理」や「肥料や農薬の散布」などの記述が複数あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図７ スマート農業を題材とした授業の実施前後のアンケートの比較 
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また、スマート農業やドローン操作の授業を通して、スマート農業に興味を持

ち、飼料畑の獣害被害を調査する生徒も現れ、ドローンの活用によって、クマに

よるトウモロコシ畑の被害を確認できた（図８）。さらに、タブレット端末を活用

して乳牛の健康状態の把握（図９）や農場内の遠隔操作ついて興味・関心を持つ

生徒もいた。これらのことから、スマート農業を取り入れた学習活動は、次世代

の農業を理解させるとともに、効果的な活用方法を気づかせ、農場運営の課題解

決や喫緊の課題である豚熱などの疾病対策につながるとも考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 畜産ＧＡＰを取り入れた学習活動 

① 活動内容 

現代農業はグローバル化に対応できる農産物の供給が求められており、世界基

準を満たした客観的かつ総合的に証明できる第三者認証（ＧＡＰやＨＡＣＣＰな

ど）の取得やこれに沿った農産物の生産も必要となっている。実際、イギリスな

どへ輸出する場合、第三者認証を求められるケースもある。また、東京２０２０

オリンピックでは、海外からの外国人観光客のことを考慮し、ＧＡＰ認証がない

農産物は食材として提供できない。これらの情勢を踏まえ、農業のグローバル化

やＧＡＰについて、生徒にとって身近な本校農場の乳牛や給餌などの場面を学習

活動に取り入れて実施した。なお、学習指導要領（平成３０年告示）には、ＧＡ

Ｐを取り入れた教育活動が明示されている。 

ＧＡＰとは、農業生産工程管理ともいい、農業生産の環境的、経済的及び社会的な持

続性に向けた取り組みである。結果として安全で品質のよい食用及び非食用の農産物を

もたらす。畜産では、食品安全や環境保全などに加え、家畜衛生やアニマルウェルフェ

アなどにも配慮している。 

 

  

図８ クマの被害 図９ タブレット端末を用いた乳牛の診断 
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この活動は、科目「畜産」の単元「畜産経営の改善」でＧＡＰを題材として実

施した。学習にあたり、対象生徒にＧＡＰに関する表２に示した事前アンケート

を実施した。アンケートの実施後、３つの展開で授業を実施した。展開１はＧＡ

Ｐの基礎的な知識を学習し、教師の話が中心の一斉活動を実施した。展開２は、

ＧＡＰ認証農場と本校農場の飼料保管場所や給餌器を比較し、本校のよい点と改

善点を挙げる活動であり、個人でまと

める活動をさせた。展開３は、話し合

いをするグループ活動の形態で、本校

農場の飼料の配合作業のリスク要因と

その対策を話し合った（図１０）。 

また、ＧＡＰに関する学習を実施し

た後、生徒の学習の理解度を知る目的

で、事後アンケートを実施した。な

お、授業の実施前後の理解度を比較す

る観点から、事後アンケートの質問内

容は表２と同様である。また、本単元の感想も記述させた。 

 

表２ 実施したアンケート質問内容 

質問１：ＧＡＰを聞いたことがありますか？ 

質問２：ＧＡＰにはどのような種類があるか知っていますか？ 

質問３：ＧＡＰ認証を取得した農場はどのような農場であるか知っていますか？ 

質問４：吾妻中央高校がＧＡＰ認証を取得するためには、どうすればよいと思

いますか？ 

 

② 活動の成果 

展開１「ＧＡＰについて（概論）」では、「ＧＡＰの定義と重要性」、「種類と家

畜・畜産物」や「管理点と適合基準」などを学習した。授業の展開を考える際、

管理点と適合基準は、つまずく生徒を予測し、ＧＡＰ認証農場の写真などを用い

て、生徒の理解を促せた。 

展開２「飼料の取り扱いについて」では、ＧＡＰ認証農場と本校農場の飼料保

管場所や給餌器の写真入りのプリント（図１１）を配付し、本校農場のよい点と

改善点を見出すことができた。生徒が見出したよい点は、「飼料の入れ物にフタが

全てしてある」や「飼料の容器に何が入っているか書いてある」などである。ま

た、改善点は「保管するための専用の部屋がない」や「飼料を掃除するための専

用のホウキがない」などである。 

展開３「リスク管理について」では、本校農場の飼料の配合作業にリスク要因と

図１０ 展開３のグループ活動 
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その対策に関する写真を大型スクリーンで提示し、グループで話し合い、プリン

トに記入することができた。「機械の誤作動による負傷」や「動物の侵入」などの

リスクとなる要因を発見し、これらの対策が各グループで導き出すことができた。 

 

飼料を保管する場所 

 
ＧＡＰ認証農場 

 
本校農場 

給餌器（飼槽） 

 
ＧＡＰ認証農場 

 
本校農場 

 

 

授業の実施前後のアンケート結果は図１２にまとめた。質問１では、実施前のア

ンケートで５８．８％だったが、実施後は全ての生徒が“はい”と回答している。質

問２、“はい”と回答した生徒が実施前はいなかったが、授業実施後では、５８．８％

が“はい”と回答している。また、生徒の記述をみると、展開１の内容を覚えて

いる生徒は、「ＪＧＡＰ」や「ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.」などと記入してあった。

質問３は、“はい”と回答した生徒が１１．８％から３５．３％に増加し、「適合

基準」や「ルールの文書化」などＧＡＰ認証の取得に関わる専門用語の記述が

あった。質問４も１７．６％から５８．８％に増加し、これまでの学習から、「リ

スク管理」や「衛生管理」、「不適合の改善」などの用語を記述する生徒もいた。  

図１１ 展開２で生徒へ配付したプリント（抜粋） 
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授業の実施後の感想では、「ＧＡＰの重要性がわかった」や「難しいと思ったけ

ど少しずつ理解できた」などと記述している生徒が多かった。また、記述内容か

ら本校農場の改善に興味を持つなど、ＧＡＰ導入に関心を示す生徒も存在するこ

とがわかった。さらに、ＧＡＰ認証取得した農産物は、海外への輸出や東京２０

２０オリンピックへの食材提供ができることを知り、身近な課題と捉えた生徒も

いた。現在、この生徒たちは課題を発見して、探究的かつ主体的に活動する科目

「課題研究」では、地域振興の一環として、本校農場の農産物のグローバル展開を

目指して、ＧＡＰ認証取得に取り組んでいる。 

これらのことから、生徒にとって身近な本校農場を題材として用いたことから、

ＧＡＰの理解だけではなく、農業のグローバル化への興味・関心を持たせ、本校

農場の課題の発見や解決につなげられたと考えられる。 

 

２ 地域と連携した活動 

(1) 社会人講師を活用した学習活動 

① 活動内容 

学習指導要領（平成３０年告示）では、地域連携活動の重要性が示され、これ

まで以上に地域の職業人材と連携した教育活動が求められている。本校では、職

図１２ ＧＡＰを題材とした授業の実施前後のアンケートの比較 
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業観の育成や進路選択から、インターンシップを取り入れている。しかし、表３

をみると、体験先は多様で、農業現場で体験した対象生徒は５名のみである。地

域農業に貢献する態度を育む観点から、対象生徒全員に同じ学習活動ができる外

部と連携した授業を実施したいと考えた。 

 

表３ １年次に実施したインターンシップの体験先 

農業関係 
生産農家（２名） 観光牧場（３名）           

 計 ５名（２９．４％） 

農業関係以外 

乗馬クラブ（３名）  愛玩動物関係（２名）  養魚関係（１名） 

動植物園関係（４名） 販売関係（２名） 

計１２名（７０．６％） 

 

この活動の実施した内容は表４のとおりであり、「講師の招へい」、「外部見学」

や「体験学習」の３つの実施形態で行った。「講師の招へい」については、獣医師

や群馬県内のウシの審査登録をしている群馬県畜産協会の職員を学校に招いて出

前授業を実施した。「外部見学」は、生徒全員を先進的な産業現場または大学など

の研究機関を見学させて頂いた（図１３）。「体験学習」は、学校では食肉加工を

する施設や設備が整っておらず、加工することができないため、公益社団法人全

国食肉学校へ出向き、肉の分割や食肉加工の体験実習を実施した（図１４）。これ

らを実施後、授業の内容や感想などを記入させた。 

 

表４ 実施した社会人講師 

実施形態 実施した内容 

講師の招へい 受精卵の採卵・和牛の審査と体尺測定 

外部見学 地域酪農家  高大接続  （麻布大学・東京農業大学） 

体験学習 食肉加工（全国食肉学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図１３ 高大接続 図１４ 食肉加工の体験実習 
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② 活動の成果 

「外部見学」では、学校では見ることができない施設や設備を見学できたため、

とても有意義であったと考えられる。特に、高大接続では、高度な研究内容の理

解や充実した施設・設備を見学できた。「体験学習」では、豚枝肉のカットからは

じまり、ソーセージやベーコンの製造まで実施できたため、食肉加工に関して深

く知ることができた。食肉加工体験後の感想では、「初めて豚の枝肉を見た」や

「施設内の衛生管理が行き届いている」など、生産物が食品になるまでの過程を実

体験として理解できたといえる。これらのことから、食肉産業に従事する職業へ

の理解し、食の重要性を改めて感じさせられたと考えられる（図１５）。 

これらの授業に興味・関心を持った生徒がおり、３年次の科目「課題研究」で

この活動に関する内容に取り組んだ生徒がいる。和牛の審査や体尺測定を深く探

究したい生徒は、本校で飼育している和牛の成育調査や改良について研究し、食

肉の加工について興味・関心を持った生徒たちは、地鶏のふ化から食肉処理まで

取り組むようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

（2) 地域ＪＡと連携した商品開発の活動 

① 活動内容 

本校の乳牛が生産する生乳を消費者へ提供するためにＪＡと連携してレアチー

ズの商品化について取り組んだ。商品化に向けて、地域のＪＡとの打ち合わせ

（図１６）、成分の分析やアンケート調査（図１７）などを実施した。また、より

多くの消費者へ提供したいと考え、地域ぐるみの活動を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１５ 職業理解に関する生徒の実際の記述 

図１６ ＪＡとの打ち合わせ 図１７ アンケート調査 
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② 活動の成果 

レアチーズの販売活動では、学校内での販売会はもちろん、学校外での販売会

も実施することができた（図１８）。また、ＪＡの販売所を中心に合計１９店舗で

取り扱って頂いている。取扱店の増加に伴い、地域からも注目され、地域のふる

さと納税の返礼品となっている。これらの活動を通して、ＪＡ職員やレアチーズ

の販売店舗のスタッフなどと接し、コミュニケーション能力の育成につながった

と考えられる（図１９）。また、これらの接遇から、激励の言葉を頂き、生徒達は

地域貢献を果たしていることが実感できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 動物科学研究部の活動 

(1) 活動内容 

動物科学研究部は、平成１６年度より改良を重ね、先輩達が作出した乳牛の遺

伝的優良系統をさらに能力の高い系統に育種する活動である。また、放課後や休

日を利用して美野原農場で活動しており、対象生徒のうち、５名が３年間継続し

て所属し、主体的に取り組んできた（図２０）。また、この活動は、農業クラブ活

動の一環として、農業教育の一環として各科目に位置付けられている活動でもあ

る。主な活動については表５にまとめ、学習成果については表６にまとめた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１８ 販売会の実施 図１９ ＪＡあがつま職員との記念撮影 

図２０ 動物科学研究部の活動の様子 
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表５ 動物科学研究部が実施している主な活動 

乳牛の改良に関する活動 

○ 共進会の参加（図２１） 

乳牛の改良の活動の一環として、乳牛の骨格や乳房などの体型を競い合う共進会に参

加している。共進会は、高校生だけではなく、地域の酪農家と競う大会である。また、

開会で上位入賞すると上位大会に出場することができる。 

○ 体型審査 

この審査は（社）日本ホルスタイン登録協会の審査員が酪農家を巡回して乳牛の体型

を得点化する審査である。審査の基準は体の大きさや乳房の大きさなどである。得点は

１００点満点で評価され、９０点以上を獲得するとエクセレント（ＥＸ）と呼ばれる。

なお、エクセレントは、全国の搾乳牛のうち、０．０４％しか獲得ができない。 

 

プロジェクト発表会（図２２） 

本発表会は、日頃、農業クラブに所属する生徒が、研究している内容を発表する大会

である。学校内の代表に選ばれると、県大会に出場でき、県大会で最優秀賞を獲得する

と、関東大会へ出場ができる。 

 

ＦＦＪ検定 

ＦＦＪ検定とは、農業クラブが主催している農業の知識や技術を問う検定であり、初

級・中級・上級・特級の４つの級がある。初級・中級は学校内での審査であり、上級は

群馬県連盟においての審査である。特級については、日本学校農業クラブ連盟（全国組

織）へ審査され、身に付けた知識や技術をもとに、日々活動してきた研究をまとめた論

文を審査される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  

図２１ 乳牛の共進会 図２２ プロジェクト発表会 
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表６ 動物科学研究部の主な学習成果（対象生徒在学時） 

各共進会の参加 

 

○ 第１９回関東地区ホルスタイン共進会（Ｈ３０） 

  「ヒメル号」ジュニアチャンピオン （未経産全体の１位） 

○ ２０１９セントラルジャパンホルスタインショウ（Ｈ３１） 

  「ヒメル号」リザーブジュニアチャンピオン（未経産全体の２位） 

○ ２０１９セントラルジャパンホルスタインショウ（Ｈ３１） 

           リードマンコンテスト１位（高校生の部） 

 参加回数：合計９回  出品頭数：合計６２頭  

体型審査 

 

○ 体型審査（Ｈ３０）「ローマ号」エクセレント獲得 

○ 体型審査（Ｒ０１）「ハピネス号」エクセレント獲得 

 参加回数：合計６回  審査頭数：合計４６頭  

情報発信 ○ 新聞や酪農関係誌の掲載 合計１０回 

  朝日新聞（Ｒ０１）、デイリーマン（Ｒ０１）など   

○ マスメディアの出演 合計３回 

  ＦＭぐんま「ＪＡグリーンナビ」２回（Ｒ０１・Ｒ０２） 

  群馬テレビ「ＪＡみどりの風」１回（Ｒ０２） 

各種競技大会 

の参加 

〇 群馬県学校農業クラブ連盟プロジェクト発表会 

                     最優秀賞（Ｈ３０） 

○ 関東地区学校農業クラブ連盟プロジェクト発表会 

                     優秀賞 （Ｈ３０） 

○ 群馬県学校農業クラブ連盟プロジェクト発表会 

                     最優秀賞（Ｒ０２） 

その他 ○ ＦＦＪ検定特級（Ｒ０２） 最優秀（日本一） 

○ 農場視察：地域酪農家及び関係団体職員約２０名（Ｒ０１） 

       群馬県農政部職員３名（Ｈ３０・Ｒ０１） 

 

表６の学習成果のうち、顕著な成果である２点を紹介する。１点目は、平成３０

年１１月に実施された関東地区ホルスタイン共進会での「ヒメル号」の最高位賞

（１都６県から参加した３８頭中の１位）の獲得できたことである（図２３）。こ

の活動は高校生だけではなく、関東地区で、乳牛の改良に力を入れている多く酪

農関係者が参加した大会のため、本校の生徒の活動を理解して頂くきっかけと

なった。また、この活動は群馬県内でも話題となり、群馬県農政部への表敬訪問

も果たし、生徒たちも誇りに思っている。 

２点目は、ＦＦＪ特級検定における最優秀賞の受賞である。受賞した生徒は、

１年次より、部活動で他の部員と活動をしながら、自らの研究である乳牛の乳量

調査や飼育環境改善の研究も行ってきた。３年間継続してきた研究の成果を論文
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にまとめ、日本学校農業クラブ連盟主催のＦＦＪ特級検定に申請し、申請者（全

国で４１名）の中から最優秀賞（日本一）を受賞できた（図２４）。また、この受

賞は群馬県内でも注目され、教育長の表敬訪問も果たしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 活動の成果 

共進会に向けた活動では、地域酪農家や関係機関に負けない乳牛の育成を目標

に毎日のように活動してきた。また、それぞれの生徒に担当の乳牛がおり、毎日

接することで、牛との信頼関係を結んできた。これらの活動に加え、地域の酪農

業従事者や関係団体職員などと上位入賞に向けた意見交換をするなどの接遇もし

た。また、研究成果の発表では、実施してきた「研究内容のまとめ」、「発表スラ

イドの作成」や「発表会の練習」など、充実した活動ができた。この活動をする

中で、これまでの研究成果から、新たな課題である「酪農経営改善に関する内容」

を発見し、部活動の後輩達とともに取り組むことができた。 

これらの活動を通して、酪農業への理解が深まり、５名中３名が酪農業を将来

の就きたいと考えるようになった。 

 

Ⅴ 研究のまとめ 
これまでの各活動の成果や図２５及び図２６を踏まえ、対象生徒の変容を考察する。

図２５は対象生徒の１～３年次における進路希望と卒業時の進路先をまとめたもので

ある。図２６は、対象生徒の進路先と令和元年度の卒業生（本研究を実施する以前）の

進路先を比較したものである。なお、両図ともグラフ内の値は、進路希望及び卒業後

の進路先の割合を示し、（ ）内は農業系を希望または卒業後の進路先の人数を示した。 

図２５をみると、未定者が減少し、卒業時には未定者がいないことがわかる。また、

農業系の進路先を選択した生徒の詳細については表７にまとめた。農業系を希望する

生徒の推移をみると、１年次には１名だったが、卒業時には１７名中７名に増加して

図２３ 共進会での活躍 図２４ ＦＦＪ検定特級最優秀賞 
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いることもわかった。これは、本研究で紹介した教育活動をはじめ、動物科学コース

の専門的な学習活動を通じて、職業理解を深め、農業系分野を進路選択の視野に入れ

た影響が大きいと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２６をみると、農業系の進学及び就職の人数が、令和元年度卒業生は３名であっ

たのに対し、対象生徒は７名であり増加している。これは、各活動の充実から、地域

農業への理解が深まり、農業を将来の職業として選択した生徒が増えたと考えられる。 

これらのことから、動物科学コースの学習活動は、次代を担う農業人材を育成する教

育活動として有効であると考えられる。これらを踏まえ、対象生徒の農業系の進路先

に進んだ２名の事例を紹介する。 

  

表７ 農業系の進路先の内訳 

分類 人数 進 路 先 

大学・短大 １名 獣医畜産系の大学：１名 

専門学校 ４名 農業関係の専門学校（畜産：３名、６次産業：１名） 

就  職 ２名 地域の農業団体：２名 

18%（1）

18%（1）

18%（1）

12%(1)

59%（4）

53%（4）

59%（1）

35%

24%（2）

18%（2）

18%

18%

12%

6%

35%

卒業後の

進路先

３年次

２年次

１年次

大学・短大 専門学校 就職 未定

17名
（1）

17名
（7）

17名
（2）

17名
（7）

図２５ 対象生徒の進路希望の推移と卒業後の進路先 
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Ⅵ おわりに 
今回の実施した各教育活動は、農業に関わる職業観の醸成や進路選択などだけでは

なく、社会人講師、ＪＡ職員や地域酪農家などと接することで、コミュニケーション

能力や地域に貢献する態度も育めたと考えられる。そのため、今後は地域農業との連

携について、より一層力を入れて取り組んでいきたい。また、農業のグローバル化に

対応したＧＡＰやＨＡＣＣＰなども実施し、時代ニーズに応えられるような教育活動

も取り入れていきたい。そして、これらの活動から身に付けた資質・能力を生かし、

地域の中核的な農業人材として活躍することを期待したい。 

  

ケース１ 母校で農業の教師を目指す生徒Ａ  

 非農家出身の生徒Ａは、入学当初よりウマやウシなどの大型の動物に興味を持って

いた生徒である。日々の動物の管理や共進会への参加より、将来、地元で畜産に携わ

りたいと考えるようになった。 

 各教育活動を体験する中で、ＪＡ職員や酪農家などの地域の職業人材と接し、地域

の畜産業の現状と動物科学コースの教育活動の存在価値を知ることができた。 

現在は、神奈川の大学で、畜産に関する高度な知識や技術の習得しており、「母校で

農業の教師になる」という夢に向かって学習している。 

ケース２ 卒業後も本校で代行員を務める生徒Ｂ  

 非農家出身の生徒Ｂは、１年次の進路希望が未定であった生徒である。日々の活動

や地域酪農家や畜産関係団体の職員との交流を通じて、酪農業への興味・関心が非常

に高くなり、将来、地域で酪農業の経営を目指すようになった。 

 本校卒業後は、農業関係の専門学校に進学し、令和３年度４月より、週休日に本校

農場の乳牛を管理する代行員として活躍している。平日は学校で学習し、休日は本校

農場で知識や技術を身に付け、酪農経営に向けて、高い意欲で実践的に学習している。 

18%（1）

11%

59%（4）

32%（1）

24%（2）

58%（2）

対象生徒

令和元年度

卒業生

大学・短大 専門学校 就職 未定

19名
（3）

17名
（7）

図２６ 対象生徒及び令和元年度の卒業生の進路先 
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