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～ 営農体験研修から営農実習へ ～

秋田県立大曲養護学校
教諭 石川 裕子

１ はじめに

本校は平成４年度に開校し、今年で２１年目を迎え

る。小学部から高等部まで１４２名の児童生徒が在籍

し、目指す学校像を「瞳かがやき、笑顔あふれる学校」

として教育活動に取り組んでいる。

新学習指導要領の改訂の観点の一つに、自立と社会

参加に向けた職業教育の充実がある。地域や地場産業

と連携し、職業教育や進路指導の充実を図るための改

善が求められている。

本校高等部には６１名の生徒が在籍している。職業

教育の中心となる作業学習は、木工、陶芸、縫製、織

物、清掃、コンクリート、農耕の７つに分かれて取り

組んでいる。生徒一人一人の実態に応じた班編成をし、

取り組んでいるものの、校内だけでは職業生活に直結

する作業内容、十分な作業量に課題があり、地域資源

の活用など作業学習の見直しが必要になった。

そこで、より実践的な職業教育の実践として、農耕

班が地域の営農家の協力を得て取り組むことにした。

２ 研究仮説

作業学習（農耕班）において地域資源を活用するこ

とにより、職業人としての実践的な知識、技術、態度

を身に付けるとともに、生徒が人と関わって働くこと

の充実感や人の役に立つ喜びを感じることができるの

ではないか。

３ 研究計画

(１) １年目：営農体験研修

目 的 ・実際の農作業や冬支度の体験を通して、

学校で学んだ技術を生かし、農作業につ

いて理解を深める。

実施期間 ・平成２３年１０月 ～ １１月

回数・頻度 ・週２回、合計８回

実習先 ・近隣農家

・農業法人ナチュラルスタンスクラブ

作業内容 ・収穫と梱包

・ビニールハウスの片付け、支柱の撤去

・畑の片付け

栽培作物 ・サトイモ ・シソ ・メロン ・オクラ

・ツボミ菜 ・トウガラシ ・錦糸カボチャ

(２) ２年目：営農実習

目 的 ・学校で学んだ農作業の技術を生かして、

長時間根気強く実習に取り組む。

・営農家から学び、一緒に作業することで、

人と関わって働くことの充実感や人の役

に立つ喜びを感じる。

実施期間 ・平成２４年４月 ～ 平成２５年２月

回数・頻度 ・週２回、合計４０回を予定

実習先 ・農業法人ナチュラルスタンスクラブ

作業内容 ・収穫と梱包

・畑の片付け

・育苗箱の片付け

・植え付け、選別

・スーパーでの販売体験

・地元名産ふかしナス漬け

・のり巻き、おにぎりの講習会

栽培作物 ・サトイモ ・シソ ・メロン ・オクラ

・ツボミ菜 ・トウガラシ ・錦糸カボチャ

・モロヘイヤ ・丸ナス、長ナス ・大豆

・錦糸ウリ ・メロン ・トウガラシ

・トウモロコシ ・小豆

４ １年目の実践 ～営農体験研修～

(１) 実践

① １０月

近隣の農家の太田さん宅に出掛け、終日サト

イモの収穫作業に取り組んだ。初めての校外での

農作業に緊張する生徒も多かったが、午後には

太田さんとも打ち解け、作物の特徴や手入れの

仕方を教わることができた。



写真１ サトイモの収穫

② １１月

農業法人ナチュラルスタンスクラブ所有の畑

で作業をした。収穫作業と平行してツボミ菜な

どの冬場に収穫する野菜の植え付け作業や積雪

に対する備え、梱包など多岐にわたる作業内容

に取り組んだ。特に、畑のマルチビニールの片

付けやビニールハウスの支柱の解体作業は、学

校では経験できない体力の必要な作業だった。

また、トウガラシやリンゴジュースの梱包作

業では、収穫した作物が地域の市場に出回ると

いう地場産品の流通について関心をもつきっか

けにもなった。

写真２ ビニールハウスの片付け

(２) 成果と課題

① 成果

○ 作業内容の充実と作業量の確保

校地内だけでは十分な作業内容や量を確保で

きないことが例年の課題となっていたが、地元

地域で個人および団体で農業に取り組んでいる

方の協力を得て、校外に出掛けて合計８回の作

業学習を行うことができた。これにより、校内

で学んだ技術を生かすだけでなく、経験を積み

重ねることで新たな知識と技術の獲得ができた

生徒も多かった。

○ 生徒の気持ちと姿の変容

営農体験研修を通して、いろいろな作業を体

験したことで働くことが苦手だった生徒が働く

ことの楽しさを感じ、指示を待たなくても進ん

で作業に取り組む姿が見られるようになった。

営農体験実習では、１日中外に出て働きま

した。学校の作業では疲れて休むときもあり

ましたが、太田さんや佐々木さん、加藤さん

から農作業を教えてもらい、いろいろ覚える

と作業が楽しくなりました。

ありがとうございました。

生徒の感想を一部抜粋

② 課題

○ 実施回数と評価の共有

実習先の方から「８回の実習回数では生徒の

特徴をつかんだ頃に終わってしまう。生徒の

よさをもっと発揮させてあげたい」という意見

をいただいた。

次年度は、実施の時期や回数を増やし、実習

先の方から長期に渡る指導や評価をいただき、

生徒の働く力を伸ばしていきたい。

５ ２年目の実践 ～営農実習～

営農体験研修の成果と課題から、実習時期を４

月から翌年の２月までとし、回数を４０回に増や

した。また、実習先も年間を通して農業法人ナチュ

ラルスタンスクラブの協力をいただくことにした。

(１) ４・５月

５月中旬は、主に畑に植える前の作物の種ま

きや田植えで余った水稲の片付けなどに主に取

り組んだ。種まきでは、育苗トレイの土づくり

から教わり、種が十分育つように事前に土に水

をかけてから種をまくことを教わった。トウモ

ロコシの種を１粒ずつ置きながら2,000粒ほど

の種をまいた。



写真３ 発芽したトウモロコシ

モロヘイヤの苗を食事用のフォークを使っ

て育苗トレイからビニールポットに移す作業

にも取り組んだ。４人で６００株以上のモロ

ヘイヤを植え替えた。成長後は、畑への植え替

えも行った。

写真４ モロヘイヤの植え替え

(２) ６月

丸ナスと長ナスの畑への植え付け作業やハウ

ス内に植えたモロヘイヤの収穫、袋詰め作業な

どに取り組んだ。また、作物の植え付けや収穫

だけでなく今年は食品加工にも取組を広げ、ふ

かし漬けを目的とした丸ナスの苗の定植を行っ

た。

６月後半は、モロヘイヤの収穫時期と重なり、

収穫作業だけでなく、地元スーパーで販売する

製品の袋詰め作業にも取り組んだ。また、学校

給食に実習先のモロヘイヤがスープやサラダの

食材として登場したことで、生徒にとっては作

業学習への励みにもなった。

写真５ モロヘイヤを使った給食

(３) ７月

地元地域のスーパーにある地産地消コーナー

で、実習先で収穫した野菜や加工食品の宣伝と

販売活動に取り組んだ。始めのうちは恥ずかし

さが見られた生徒も、営農実習で生長の一部を

担った野菜を売るということで、活動の後半で

は自分から「油で炒めるとおいしいですよ」と

お客さんに積極的に話し掛ける場面もあった。

写真６ 野菜を手にして接客中

(４) ８・９月

８月は、食品加工としてふかしナスの漬け

物作りをした。一人一つの漬け樽に丸ナス４㎏

を使った。今年の夏は雨が少なく、暑い日が続

いたため、ナスの表面の輝きが少ないという実

習先の方の話を参考にナスの選別に取り組んだ。

写真７ こうじを使った漬け物作り



９月は、水稲が入っていた育苗箱の洗浄と並

べる作業をした。残暑が厳しい中、午前は４人

で７００枚程度、午後は２人で６００枚程度を

洗って収納した。

写真８ 機械による育苗箱の洗浄

６ まとめ

(１) 成果

① 営農体験研修からの発展

１年目の営農体験研修の成果と課題を基に２

年目の指導計画を作成した。

結果、豊富な作業量の中で、校内で学んだ知

識や技術を生徒一人一人が生かすことができた。

また、販売活動や食品加工といった新たな取

組を通じて、新しい知識や技術を学ぶことがで

きた。

② 外部評価による指導の改善

長期に渡って実習に取り組んだことで、実習

先の方からも生徒一人一人の特性を理解してい

ただき、成長した事柄について評価を受けるこ

とができた。また、実習先の方と教師が情報を

共有しながら指導計画や実践内容を見直し、取

り組むこともできた。

③ 生徒の変容

今年度は、対象生徒７名の中からその都度４～

５名を抽出しているため、営農実習に行くこと

が学校の代表である意識につながっている。ま

た、校内での作業学習はもちろん、学校生活全

般に進んで参加することが営農実習を行うため

の条件であると自覚し、生徒たちの気持ちや行

動の変化に表れている。

また、長時間根気強く働くことに加え、一人

当たりの作業量が格段に増えている。休憩時間

に実習先の方との会話も増え、一緒に働くこと

が楽しく、作業にやりがいを感じている生徒が

増えた。登校時に「今日は営農に行きますか」

と自分から担当教師に聞き、営農実習に行きた

いという意欲をもつ生徒も多くなった。

今日の営農実習では、長ナスの苗を４００

株以上植えました。気が付くとあっという間

に時間が過ぎていました。佐々木さんに「が

んばったね」と言われてうれしかったです。

次回の営農実習もがんばります。

生徒の感想を一部抜粋

(２) 課題

① ねらいと指導内容の改善

生徒の変容を受け、実習のねらいに作業手順

や要領を学ぶこと、営農としての職業生活の内

容を加え、指導内容を見直していきたい。また、

１０月からは自転車通勤途中に、昼食を自分で

購入する活動を加えた。より卒業後の生活に

結び付く取組に努めたい。

② 外部評価の活用

実習先の評価を記録として残し、担当職員以

外の職員と情報共有することで、日々の授業に

生かしていきたい。

７ おわりに

営農実習では、本校と関わりのある実習先や地域の

人材を活用したことで、卒業後の生活に結び付く実践

的な作業学習を行うことができた。また、流通や作業

量、出来高という分かりやすい形で生徒自身が自己評

価でき、生徒が人の役に立つ喜びや人と関わって働く

ことの充実感を感じ、自分で考え、判断し、作業する

姿も増えてきた。

今後は、職業生活を支える家庭や地域での生活の充

実も併せて取り組みたいと考えている。

写真９ 錦糸カボチャの収穫


