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巻 頭 言 

 

秋田県立金足農業高等学校長 渡 辺  勉 

 

 本校は、昭和３年(１９２８年)、ここ可美（うま）しき郷、秋田市金足追分の地に、秋

田県立金足農業学校として創立し、昭和２３年には秋田県立金足農業高等学校と改称され

ました。歴史と伝統に支えられながら、地域に根ざした農業教育を実践しており、今年は

学校創立９２年目を迎える秋田県を代表する高等学校であります。 

 県都に位置する農業高校として、農業教育を通して豊かな人間性を培い、実践力と創

造性に富む人材を育成するという明確な教育目標のもとに、本県高等学校における農業

教育の中心的役割を担っています。これまでの卒業生は、２３，２３３名にのぼり、農

業分野をはじめとするあらゆる分野において、本県を県内外から支える人材として活躍

しています。                                

 また、秋田県農業の神様といわれる石川理紀之助翁の「自ら積極的に事を為し、労をい

とわずに勤めを果たし、万物に感謝の念を抱く」という遺訓から、草創期の建学の精神に

基づいた、校是「自主」「勤労」「感謝」を信条としながら、金農三生活信条「時間厳守・

挨拶励行・整理整頓」を実践し、地域に根ざした幅広い教育活動を展開しています。 

 現在、「生物資源科」「環境土木科」「食品流通科」「造園緑地科」「生活科学科」の

５つの学科で、各学科の特性を生かしながら、生物のもつ機能の有効活用や、人・自然・

環境の調和、健康で安全な食料・食品の生産と流通、衣食住・ヒューマンサービス・福祉

などの幅広い領域を学習し、各分野のスペシャリストとして必要な能力と態度を育成して

おります。 

 一昨年度は、第 100回全国高等学校野球選手権記念大会において、大変多くの皆様から

の御声援と御支援により準優勝を果たすことができました。金農旋風と言っていただける

ほどの野球部の活躍は、全校生徒の誇りと自信につながりました。地域や県民の皆様から

も、地域に貢献する特色ある農業教育に取り組みながら、運動部の活躍もめざましい、文

武両道をしっかり実践している学校として、多くの方々から評価をいただいております。 

  本事業では、少子高齢化が急速に進む地域社会において、地域を支える有為な人材を育

成することが喫緊の課題となっていることから、「縮減社会を生き抜き、あきたの未来を

創造する新たな農業高校成長モデルの研究開発 ～地域定住人材の育成を目指したＫＡ

ＮＡＮＯスタイル農業高校改革プロジェクト～」をテーマとして取り組みました。農業に

おける先端技術の進歩は著しく、５Ｇ技術を基盤としたＩＣＴ活用やＩｏＴ、ドローン等

を活用したスマート農業が主流になりつつあります。このような最先端の農業技術を活用

し、グローバル化の中にあって世界的な規模で物事を思考・判断しながら、自らの足元を

正しく見つめて行動し、ふるさと秋田を支える人材育成を目指す魅力ある農業高校になる

ことを期待しています。 

 最後になりますが、コロナ禍の中で多くの制約はあったものの、柔軟な御指導・御支援

を賜っております文部科学省、秋田県教育委員会、各関係大学や事業所、委員の皆様にお

礼を申し上げ巻頭の御挨拶といたします。 



本研究構想の２つ視角 

研究開発・実施運営主任 教諭 照内 之尋 

 

 令和２年度「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」の採択を目指すべく、令

和元年に校内で委員会を立ち上げ、研究構想を練り上げてきました。その研究構想として、

他校との差別化を図る際に２つの大きな視角を持って構想に臨みました。 

 １ 少子高齢化のトップランナーであることを全面に出す事による地域モデルの確立 

 ２ 心の豊かさや、幸福感の持てる地域社会の実現、以上の２点です。 

 秋田は言わずと知れた少子高齢化のトップランナーです。２０２０年の全国平均高齢化

率は２９％であるのに対し、秋田県は３８％、このままのペースで進めば、２０４０年に

は秋田県の高齢化率が５０％、実に２人に１人が６５歳以上となり、現在秋田県が抱える

「２０４０年問題」と言われる所以がそこにあります。この少子高齢化に連動するかたち

で、農業にも大きな影響が及んでいます。それは、農業の担い手の減少です。センサスに

よれば、秋田県の農家数は４万９０００戸、この５年間で約９５００戸が減少しており、

さらにその６割が６５歳以上となっています。秋田県の農業が抱える最大の課題は、担い

手の不足と高齢化であることが明確です。このように、日本の社会全体が縮減する中にお

いて、地方や地域が縮減してゆく構図は当然の結果であり、今後の人口増加は極めて難し

い側面を持ち合わせています。一方で、学校と地域社会が協働しながら地域の在り方を模

索するとともに、「現在のスタイルに見合った新しい地域づくり」のためにイノベーショ

ンし続けなければなりません。そのモデルを構築するための３年間だと考えました。ＥＵ

では「都市の地域形成 City-Region Movement」という名で、都市と農村の循環型社会形成

が進んでいます。日本も近い形として移住・定住の促進が国を挙げて推進されています。 

 もう一つの視角である「心の豊かさや、幸福感の持てる地域社会の実現」についてです。 

世界的に見れば、今日までの近代化は周知のとおり世界化・グローバル化をもたらす一方

で、環境問題や貧困問題、地域格差、戦争や紛争など深刻化している側面も存在していま

す。ガンジーやマザー・テレサに代表される「無償の愛」、それは「人間的な共感や生命

への希望と信頼こそが豊かさの真髄」とも解釈できます。また、人間開発理論の祖である

アマルティア・センは、十分な栄養や医療、自尊心や幸福感、他人からの承認等の基本活

動が良い生活を獲得するために価値あるものとの認識を示しています。戦後の経済成長を

経て、日本は物質的な豊かさを得た反面、この情報化社会の中で真に心の豊かさは実感で

きているでしょうか。住んでいる地域に愛着を持ち、地域産業を支えながら自らの生活に

豊かさや幸福感を感じつつ、将来の地域を担う生徒の育成は教員の責務だと感じます。  

本事業を通じて、学校と地域社会が協働することで地域社会に好循環が生まれ、将来の

地域を支える人材が育成し、魅力ある農業高校になることを期待します。 

〔本研究実施報告における参考及び引用文献一覧〕 

（１）西川 潤『人間のための経済学』岩波書店(2000.11)159頁、182-185頁、303頁 

（２）西川 潤『データブック食料』岩波ブックレット(2008.8)60-63頁 

（３）賀戸・田中「ブータンＧＮＨ指数の解説ならびにＧＮＨ調査結果一覧」西南学院大

学人間科学論集第 11巻（2016.3）117-118頁、120頁、124頁 129頁 



 

第１章 研究の概要 
 

１ 研究開発名 

縮減社会を生き抜き、あきたの未来を創造する新たな農業高校成長モデルの研究開発 

～地域定住人材の育成を目指したＫＡＮＡＮＯスタイル農業高校改革プロジェクト～ 

 

２ 研究開発の概要 

  縮減社会に対応した「秋田型農業成長モデル」の研究開発を通じて、農業関

連産業を変革することができる人材を育成する。産学官連携の「金農支援コン

ソーシアム」を構築し、地域のニーズを教育活動に取り入れ、各機関の専門性

を生かし、１「グローバルスタディ」領域、２「第４次産業・農業革命」領域、

３「ソーシャルスキルアップ」領域、４「地域一体型農業コミュニティ形成」

領域で、教科「農業」の各科目と学校設定科目との有機的融合を図り、地域に

開かれたカリキュラム開発を行う。また、プロジェクト学習法により地域の課

題解決、商品開発、先進的技術の導入等を図り、成果を地域に普及させる。成

果は学校独自の金農版ＧＫＨ（Gross Kanano Happiness）を用いて検証的評価

をする。 

  令和３年度学校設定科目「地域創生論（２年）」、「社会起業家実践（３年）」

ではコンソーシアムに属する機関や地域の関連産業等と学校との協働による探

究的なフィールドワークやワークショップを取り入れ、地域づくりを行う態度

や意欲の育成を目指す。また関連産業での長期研修の実施やＧＡＰの取得、大

学や研究機関と連携した研究開発、スマート農業の実践等が遂行できるよう、

カリキュラム開発を行う。 

 

３ 目的・目標 

社人研の試算による全国最大の人口減少率（41.2％）と、それに連動するか

たちで、減少する農家数（18.4％減の 48,900戸）は、本県の基幹産業である農

業の危機的状態を意味している。これら、本県が抱える人口減少、地域縮小社

会に対応しつつ、今後ますます拡大するグローバリゼーションとイノベーショ

ンに対し、「秋田型農業成長モデル」の開発を通じて、地域課題を発見し、協

働しながら課題解決に取り組むことができる人材の育成を図るとともに、秋田

の未来を創造し、持続可能な地域社会の構築や、Society 5.0 に対応できる資

質・能力を身に付けることを目的とした研究の構想となっている。この目的を

踏まえ、本研究開発を行うことにより、次世代を生み育てイノベーションを創

出し、地域社会を支える地域定住人材の育成が目標であり最優先課題でもある。 

 

４ 現状の分析と研究開発の仮説 

（１）現状の分析 

2015年農林業センサスから見る秋田県農業の特徴として、2010年と比較した

場合、この５年間で農業経営体は 20％の減少、次いで農家数は 18.4％減の

48,900戸、農業就業人口は 54,600人で 23.9％の減であり、平均年齢は 66.7歳

と、65歳以上の構成割合が初めて６割を越えている。耕作放棄地は 9,600haで

５年前より 30％も増加している。 



 

以上から、県内の農業後継者および担い手の育成が急務であり、地域産業な

らびに地域農業の振興に向けた人材の育成が大きな課題でもある。そこで、地

域と学校との協働体制による農業改革を体現し、持続可能な地域社会ならびに

地域産業を支える高度な職業人の育成を図ることによる研究開発の成果とし

て、次の仮説を列挙する。 

 

（２）仮説Ⅰ（将来の地域の状態） 

①地域資源の有効活用や地域の結びつきの強化による新規就農者が増加し、コ

ミュニティの維持が見られ、活性化が図られている。 

②多様な地域資源の有効活用により、地域の潜在力を最大限に発揮し、地域産

業の育成や雇用の確保、所得の増大に成功している（稲作複合経営の拡充と

ブランド化）。 

③産学官連携等、内発的で持続する仕組みが完成し外部やモノとの結びつけに

成功している。 

④幸福感や豊かさを実感し、日本、日本人、そして秋田県人らしさを活かしな

がら、新しい価値を創造していく営みが身に付いている。 

 

（３）仮説Ⅱ（生徒の変容） 

①長期インターンシップや、地元企業との連携による産業研修の実施により、

「地域理解」や現場の「実践力」ならびに「多文化協働力」が育成される。 

②農業のＩＣＴ化による農業改革を実践することで、「改革する力（実行力）」

や「マネジメント力」が育成される。 

③コンソーシアムならびに地域との協働による商品開発や６次産業化を実践す

ることで、「思考力」や「創造力・将来設計力」、「人間関係構築力」が形

成される。 

 

５ 研究開発実施計画 

令和２年度１年目の到達目標は「地域理解」とし、当事者意識を醸成し地域

理解を深めるための基礎を養う。１０月以降の実施予定内容は次の通りである。 

 令和２年 １０～１２月 令和３年 １～３月 

内容 

・各学科での事業実施リストアップと実

施計画。 

・地域産業を理解するための現場研修や

講師を招聘しての講話、出前授業の実

施。専門的技術講習会の実施 

・農家や関連産業等での長期インターン

シップの実施。 

・ＧＡＰの教育の基礎学習および、ドロ

ーン等のスマート実践研修の実施。 

・学校設定科目「地域創生論」の選択科

目調査。指導計画、評価基準の作成。 

・大学や各研究機関等と連携した研究に関

わる基礎学習の実施。 

・地域資源を活用した学習ならびに６次産

業化の実践による商品開発（ブランディ

ング実践）。 

・研究成果発表会の実施（全体会、各科分

科会、ポスターセッション等） 

・ルーブリック評価や金農ポートフォリオ

（ＫＰＦ）、金農版ＧＫＨアンケート評価    

の実施。 

・今年度の検証と改善、次年度の計画立案。 



６ 事業実施体制 

課題項目 実施場所 事業担当責任者 

秋田型農業成長モデル研究開発部門 
（１）グローバルスタディ領域 
（２）第４次産業・農業革命領域 
（３）ソーシャルスキルアップ領域 
（４）地域一体型農業コミュニティ領域 

左記（１）～（４）を 
校内では、本校教室、

ＰＣ室、体育館、農業圃
場、実習棟等で実施す
る。校外では、秋田市、
潟上市、大潟村等の県
内、他県で実施する。 

 
運営実施主任 
教諭 照内之尋 
 
農場長 
教諭 宮腰 明 

カリキュラム開発部門 
（１）学校設定科目に関わること 
（２）教育課程委員会の運営 

左記（１）～（２）を 
「研究開発推進委員会」
にて適宜、会議室等で実
施する。 

教務主任 
教諭 伊藤 英 

ＫＰＩによるオリジナル学習評価部門 
（１）ポートフォリオ・ルーブリック 
（２）金農版ＧＫＨの指標作成 

(Gross Kanano Happiness) 
（３）高校魅力化評価システムの導入 

左記（１）～（３）を 
「研究開発推進委員会」
が教室、ＰＣ室等にて実
施する。併せて外部評価
も導入する。 

運営実施副主任 
教諭 菅原 学 
 
進路指導主任 
教諭 戸坂昌成 

 
７ 運営指導委員会の体制 

氏名 所属・職 備考 

学長 
岡田 秀二 

大学関係者 富士大学 
元農水省林政審議会会長 

地方創生に関する国家行
政経験からの知見 

教授 
藤  晋一 

大学関係者 秋田県立大学 
生物資源科学部生物生産科学科  

農業学習や産学官・企業連
携の手法等に関する指導 

准教授  
 細川 和仁 

大学関係者 秋田大学 
教育文化学部学校教育課程 

カリキュラム論・開発に関
する専門的な知見 

理事長 
佐藤  博 

農業指導関係者  
公益社団法人秋田県農業公社 

農業・農業法人等に関する 
知見 

次長 
齋藤 正和 

自治体関係者 
秋田県農林水産部 

農林業政策に関する県行
政からの知見 

副本部長 
佐藤 英一 

農業関係者 
ＪＡ全農秋田県本部 

農業・農業法人等に関する 
知見 

課長 
 伊藤 雅和 

教育関係者（管理機関） 
秋田県教育庁高校教育課 

学校教育活動や学習の手
法に関する知見 

 
８ 高等学校と地域との協働によるコンソーシアムの体制 

機関名 機関の代表者名 
秋田市 市 長  穂積  志 
潟上市 市 長  藤原 一成 
大潟村 村 長  髙橋 浩人 
秋田県産業教育振興会 会 長  藤井  明 
国立大学法人秋田大学 学 長  山本 文雄 
公立大学法人秋田県立大学  学 長  小林 淳一 
秋田県立金足農業高等学校 校 長  渡辺  勉 
秋田県教育委員会 教育長  安田 浩幸 

 
９ カリキュラム開発等専門家ならびに地域協働学習実施支援員 

分類 氏名 所属・職 雇用形態 
カリキュラム開発 
専門家 伊東 金一 

秋田県農業研修センター 
企画・研修班専門員 非常勤 

地域協働学習実施 
支援員 佐々木幸樹 

公益社団法人秋田県農業公社 
事務局長 非常勤 



 
１０ 課題項目別実施期間 

業務項目 
実施期間（令和２年１０月 ～ 令和３年３月） 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

先進技術講習会 実施   まとめ・発表準備 評価改善 次年計画 

課題発見講演会 開催   まとめ・発表準備 評価改善 次年計画 

現場視察研修 実施   まとめ・発表準備 評価改善 次年計画 

長期インターン 実施   まとめ・発表準備 評価改善 次年計画 

ＧＡＰ基礎学習 基礎学習 基礎学習 基礎学習 まとめ・実践準備 実践準備 次年計画 

IT 農業の基礎学習 機器導入・実践 実践 データ分析 まとめ・実践準備 実践準備 機器導入・実践 

大学・研究機関との連携 基礎学習 共同学習 共同学習 まとめ・発表準備 評価改善 次年計画 

六次産業化学習 基礎学習 共同学習 共同学習 まとめ・発表準備 評価改善 次年計画 

評価・アンケート 指標作成 指標作成 項目検討 実施 評価改善 次年計画 

成果研究発表会 開催準備 開催準備 開催準備 開催準備 開催 次年計画 

 
 
 

１１ 検証・評価方法 

ＫＰＩの指標を活用し、ルーブリック評価やポートフォリオ（金農ポート

フォリオ:ＫＰＦの新規作成）、アンケート評価を実施する。さらに、金農版

ＧＫＨ（Gross Kanano Happiness）を作成・評価し、幸福度や豊かさの量を指

標とし、個別評価する。また、外部委託評価として、「高校魅力化評価シス

テム」を活用し、質的評価を検証する。これらを有機的に組み合わせた学校

独自の評価システムを開発し、可視化された指導と評価の一体化を実践する

とともに、次年度の計画や実施方法を改善するＰＤＣＡサイクルの仕組みを

明確に設定し、適切かつ信頼度の高い検証・評価を確実に実施する。 

 

１２ カリキュラム・マネジメントの推進体制 

校長を統括にあて「研究開発推進委員会」を設置する。委員には教科農業、

家庭のみならず普通教科の教員も委員として配置し、多角的な見地ならびに

教科間連携から研究開発を進める。役割としては、主として、カリキュラム

の編成を担う教務主任と、農場運営ならびに農業実習を司る農場長が中心と

なり、カリキュラム開発に係る教務部ならびに、カリキュラム開発専門家か

らの適切な指導・助言等によって、教材の開発や評価方法の検討を行う。そ

の際は校内の「教育課程委員会」と情報共有を行う。また、地域協働学習実

施支援員がコンソーシアムとの連絡・調整を行うことで円滑な事業の進展に

期する。 

学校設定科目とする「地域創生論（２年次）」、同「社会起業家実践（３

年次）」において、地域づくりを行う態度や意欲を図るという目標を実現す

るための適切な内容を精選し、実施する。その具体的な学習内容として、関

連産業での長期研修の実施や、関係機関と連携した研究開発等を遂行できる

よう、カリキュラム・マネジメント体制を構築する。 



目指す生徒像  縮減社会に対応した「秋田型農業成長モデル」の開発を通じて農業関連産業を変革することができる人材の育成。あきたの未来を創造し、 
           持続可能な地域社会を支えるソーシャルキャピタル（協調行動が作りだす社会関係資本）の構築や、Society 5.0に対応できる社会の実現に 
           向けて、自らの意思で地域マネジメントに貢献する高度職業人の育成ならびに資質・能力の向上を目指す。 

秋田県教育委員会、秋田県立金足農業高等学校                                                                                            令和２年度 地域との協働による高等学校教育改革推進事業（プロフェッショナル型） 

縮減社会を生き抜き、あきたの未来を創造する新たな農業高校成長モデルの研究開発 
～地域定住人材の育成を目指したＫＡＮＡＮＯスタイル農業高校改革プロジェクト～ 

 

・秋田は超少子高齢、人口減少県。世界・日本・秋田の最重要課題のフロントランナー 
・地域との協働体制による地域再生・農業改革を５学科で体現するプログラム 

 

広域的な取組の推進、先駆的な取組の支援を実施
「金農支援コンソーシアム」 

 
運営指導委員会の運営指導 

 

秋田型農業成長モデル開発事業の取組内容 

カリキュラム１年次 
基礎  In  About 

カリキュラム２年次 
発展 About  For 

 
カリキュラム３年次 

応用と実践 For   With 

  
 
 
到達目標「地域理解」 
◆関係科目「農業と環境」「農
業情報処理」「総合実習」他 

 

 
 
 
 

到達目標「地域課題の発見・解決」 
◆関係科目「作物」「野菜」「畜産」
「測量」「課題研究」他 

 

 
 

到達目標「地域創造実践」 
◆関係科目「課題研究」 
「農業経営」「食文化」他 

 
 

１年次:職場見学等で地域理解⇒学校設定科目 :◆２年次【地域創生論】 ◆３年次【社会起業家実践】 
当事者意識を高める４ステップ教育を実践  Ｗｉｔｈ協働＞Ｆｏｒ何ができるか＞Ａｂｏｕｔ情報収集＞Ｉｎ課題発見 

 
  

 
◆研究推進の環境整備 
・研究開発推進委員の設置、教育課程委員会との連携 
◆金農コンソーシアムへの支援 
・「カリキュラム開発等専門家」、「地域協働学習実施支援員」 
の配置、支援 
◆共学共創コミュニティの創出 
行政（秋田県、秋田市、潟上市、大潟村）、関連企業等、大学等 
研究機関（秋田大学、秋田県立大学等）、農家等との連携 
◆民間活力の活用による評価の実施 
高校魅力化評価システムによるアンケート調査の実施 
 

学科 １年 ２年 ３年 計 

生物資源科 ３５ ３５ ３４ １０４ 

環境土木科 ３５ ３５ ３４ １０４ 

食品流通科 ３５ ３５ ３４ １０４ 

造園緑地科 ３５ ３５ ３４ １０４ 

生活科学科 ３５ ３５ ３４ １０４ 

学科 １年 ２年 ３年 計 

生物資源科 ３５ ３５ ３４ １０４ 

環境土木科 ３５ ３５ ３４ １０４ 

食品流通科 ３５ ３５ ３４ １０４ 

造園緑地科 ３５ ３５ ３４ １０４ 

生活科学科 ３５ ３５ ３４ １０４ 

事業対象学科の生徒数 学校全体の生徒数 

※地域に魅力を感じ、地域に定住したいと思う生徒の割合・・ ９０％（令和４年度目標値） 
※就職希望者の中で県内に就職をした生徒の割合・・・・・・・・ ９５％（令和４年度目標値） 
※地域協働事業を活用して研修等に参加した生徒の割合・・・９０％（令和４年度目標値） 

   新規就農者の向上、コミュニティの維持  

   地域産業の育成や雇用確保、所得の増大 

   内発的で持続的な仕組みが完成している 

   幸福感や豊かさなど新しい価値観の創造 

地方創生として目指すべき地域の将来像 

 
 ①改革する力 
 （Change maker）   
 ②思考力 
 （Thinking power）   

 ③人間関係構築力   
 （Relationship 
   building ａｂｉｌｉｔｙ）            
 ④実践力 
  （Practical ａｂｉｌｉｔｙ）  
 ⑤創造力・将来設計力   
  （Creativity）  
 ⑥先見力（Foresight）  
 ⑦マネジメント力   
  （Management ）  
 ⑧多文化協働力  
  （Multicultural 
   Collaboration） 
 

ひと・まち・協働による 
経済システムの循環 

自立
的 

持続
的 

内発
的 

１ 「グローバルスタディ」領域 
・ＧＡＰ、ＨＡＣＣＰ教育、ＧＡＰ認証に向けての取組を実施 
・ＮＺ農業海外研修、ファームステイの実施、ＡＩＵとの留学生交流 

２ 「第４次産業・農業革命」領域  
・ＩＣＴ化によるスマート農業実践とＡＩ活用によるパワースーツの開発 
・大学や研究関連機関等との連携による最先端技術の習得や開発 

３ 「ソーシャルスキルアップ」領域  
・産業関連企業や農業法人等での長期インターンシップの実施 
・地域の企業等との協働による商品開発や６次産業化の実践 
 
４ 「地域一体型農業コミュニティ形成」領域  
・地域資源を活用した農産物栽培や、地域文化の継承や普及活動 
・自然災害時における地域一体型コミュニティ拠点づくりと、環境の創造 
 

身
に
付
け
さ
せ
た
い
資
質
・
能
力 

「ＫＰＩ」による金農オリジナル学習評価法（可視化された指導と評価の一体化） 
ポートフォリオ、ルーブリック、金農版ＧＫＨ（Gross Kanano Happiness）等により評価・検証 



縮減社会に対応した「秋田型農業成長モデル」の開発を通じて農業関連産業を変革することができる人材の育成。あきた
の未来を創造し、持続可能な地域社会を支えるソーシャルキャピタル（協調行動が作りだす社会関係資本）の構築や、

Society 5.0に対応できる社会の実現に向けて、自らの意思で地域マネジメントに貢献する高度職業人の育成を目指す。

秋田県教育委員会、秋田県立金足農業高等学校 令和２年度 地域との協働による高等学校教育改革推進事業（プロフェッショナル型）

縮減社会を生き抜き、あきたの未来を創造する新たな農業高校成長モデルの研究開発
～地域定住人材の育成を目指したＫＡＮＡＮＯスタイル農業高校改革プロジェクト～
秋田県は超少子高齢、人口減少県であり、世界をはじめ日本の最重要課題のフロントランナーでもある。地域との協働体
制による地域再生・農業改革を５学科で体現するプログラムの構築が、研究開発の背景である。
◆２０２０年全国平均高齢化率２９％⇒秋田県３８％ ◆２０４０年秋田県の高齢化率予測５０％⇒「２０４０年問題」

カリキュラム１年次
基礎 （In About）

到達目標「地域理解」
関係科目「農業と環境」「農業
情報処理」「総合実習」他

〇１年次の重点目標

現場視察や出前授業等
で地域理解を深める

２年次学校設定科目
「地域創生論」課題発見

１ 金農コンソーシアムの構築（８つの関係機関で構成）
①秋田市②潟上市③大潟村④秋田県産業教育振興会
⑤秋田大学⑥秋田県立大学⑦秋田県教育委員会⑧本校
２ 金農コンソーシアムへの支援・配置
①カリキュラム開発等専門家（秋田県農業研修センター）
②地域協働学習実施支援員（公財法人秋田県農業公社）
３ 研究推進に向けた校内環境整備
①研究開発推進委員②教育課程委員会③農業部会

運営指導委員会による事業への指導助言

①改革する力 ②思考力 ③人間関係構築力 ④実践力
⑤創造力・将来設計力 ⑥先見力 ⑦マネジメント力 ⑧多文化協働力

ひと・まち・協働による
金農ｺﾝｿｰｼｱﾑの構築

学校

産業
界

地域

１ 「グローバルスタディ」領域
ＧＡＰ教育、グローバル農業研修

２ 「第４次産業・農業革命」領域
スマート農業実践、大学等との連携

３ 「ソーシャルスキルアップ」領域
長期インターン、６次産業化実践

４ 地域体型農業ｺﾐｭﾆﾃｨ形成」領域

農業交流活動、文化伝統の継承活動

「ＫＰＩ」による金農オリジナル学習評価法（可視化された指導と評価の一体化）
ポートフォリオ、ルーブリック、金農版ＧＫＨ（Gross Kanano Happiness）等により評価・検証

成
長
モ
デ
ル
研
究
領
域

運営指導委員会による指導助言 令和２年度の取組状況 成果と課題

身に付けた
い資質能力

コンソー・運営指導委員合同会議
令和２年１０月２０日（本校）

秋田市主催美人街道フォーラム
令和２年１０月１７日

秋田県立大学との連携協定
令和３年２月１７日（県立大学）

〔各学科における取組内容〕
生物資源科：ＧＡＰ研修、長期ｲﾝﾀｰﾝ、米食味官能調査
環境土木科：現場視察、長期ｲﾝﾀｰﾝ、ドローン技術講習
食品流通科：酒造会社視察、販売戦略講演、出前授業
造園緑地科：長期ｲﾝﾀｰﾝ、ｽﾏｰﾄ農業実践、技術講習会
生活科学科：梨商品化、着付け講座、巻き寿司講習
〔取組状況（実数〕
〇産業界、大学等研究機関と連携した事業所数：２０人
〇講師を招聘し、講義や講演等を実施した回数：２０人

〇本事業を活用して研修等に参加した生徒割合：７４％
〇長期インターンシップに参加した生徒の数 ：１８人

長期ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ ｽﾏｰﾄ農業実践 商品化の実践

【研究開発
の背景】

【目指す
生徒像】
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①地域に魅力を感

じ定住したい割合
※金農版ＧＫＨより
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※中期ﾋﾞｼﾞｮﾝより
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③今の生活への

幸福感や豊かさ
※高校魅力化評価より

〔成果〕

〇今年度の目標である「地域理解」に関しては、72％の生徒が
地域の課題を見つけ、意欲的に取り組みたいと認識している。
〇六次産業化の実践は、地域の魅力再発見に繋がっている。
〇コンソーシアムの構築は、組織同士の連携強化に寄与した。
〔課題〕
〇校内組織体制の強化と、情報発信による広報活動の推進。
〇金農版GKH指標の確立と、評価の一体化に向けた検証。



 

 

第２章 研究の経緯 

 

１ 契約締結 

（１）契約締結 令和２年（２０２０年）１０月 ９日 

（２）予算伝令 令和２年（２０２０年）１０月 ９日 

 

２ 事業運営と実施体制 

（１）学校における研究体制、教職員の役割，事業実施への支援体制 

校長を統括にあて「研究開発推進委員会」（表２－１）を設置する。委

員には教科農業、家庭のみならず普通教科の教員も委員として配置し、多

角的な見地ならびに教科間連携から研究開発を進める。役割としては、主

として、カリキュラムの編成を担う教務主任と、農場運営ならびに農業実

習を司る農場長が中心となり、カリキュラム開発に係る教務部ならびに、

カリキュラム開発専門家からの適切な指導・助言等によって、学校設定科

目の設置、教材の開発や評価方法の検討を行う。その際は校内の「教育課

程委員会」と情報共有を行う。また、地域協働学習実施支援員がコンソー

シアムとの連絡・調整を行うことで円滑な事業の進展に期する。 

 

（２）カリキュラム開発等専門家及び地域協働学習実施支援員の位置付け 

①カリキュラム開発等専門家の位置付け 

秋田県農業研修センター企画・研修班専門員の伊東金一氏を非常勤職

員として配置した。年間８回の協議実績であり、具体的には①研究開発推

進委員会への参加、指導・助言、②評価方法に関する手法の検討、③授業

改善の手立てならびに研究授業の検証等を通じたカリキュラム開発、④

学校設定科目における講師選定・年間指導計画の作成、⑤各研究開発にお

ける研修等の視察など、研究開発に係わる具体の部分で参画いただいた。 

②地域協働学習実施支援員 

公益社団法人秋田県農業公社事務局長の佐々木幸樹氏を非常勤職員と

して配置した。年間３回の協議実績であり、具体的には受入事業、研修先

とのマッチング、いわゆる連絡調整に係わる打ち合わせ等を実施した。 

 

（３）学校長の下での研究開発の進捗管理ならびに成果の検証・評価等について 

校長の下で設置された研究開発推進委員会や各種会議において、定期

的な確認や成果の検証・評価を行った。検証・評価方法としては、ＫＰＩ

指標をもとにルーブリックやポートフォリオ、アンケートを実施した。   



 

 

さらに、金農版ＧＫＨ（Gross Kanano Happiness）作成・評価し、幸福

度や豊かさの量を指標とした個別評価を実施した。また、外部委託評価と

して、「高校魅力化評価システム」を活用し、質的評価を検証している。 

これらを有機的に組み合わせた学校独自の評価システムを開発し、可

視化された指導と評価の一体化を実践するとともに、次年度の計画や実

施方法を改善するＰＤＣＡサイクルの仕組みを明確に設定し、適切かつ

信頼度の高い検証・評価システムを構築・検討した。さらに、研究成果発

表会を年１回実施し、生徒の自己評価にも繋げている。 

 

（４）研究推進に関わる会議等の実績 

  ①コンソーシアムとの協議・打合せ・会議等（※事前打ち合わせを含む） 

月日 曜 協議内容等 

４月３０日 木 秋田市役所での事業趣旨説明、研究内容の報告、協議 

５月１２日 火 秋田県立大学での事業趣旨説明、副学長との懇談 

６月 ５日 金 潟上市役所での事業趣旨説明、研究内容の報告、協議 

６月１９日 金 大潟村役場での事業趣旨説明、研究内容の報告、協議 

９月 ７日 月 管理機関（高校教育課）との打合せ、協議 

９月 ８日 火 秋田市との協議、秋田２１女性フォーラム打合せ 

９月１０日 木 秋田大学教職大学院教授及び院生からの研究調査実施 

９月１６日 水 秋田大学での事業趣旨説明、研究内容の報告、協議 

１０月２０日 火 コンソーシアム及び運営指導委員会拡大合同会議 

１２月２２日 火 秋田県立大学との連携協力協定に関わる実務協議① 

２月 ９日 火 秋田県立大学との連携協力協定に関わる実務協議② 

２月１７日 水 秋田県立大学との連携協力協定の締結・調印式 

３月 末日  第２回コンソーシアム顧問会議（書面決議・報告） 

   

②運営指導委員会（主担当：秋田県教育庁高校教育課） 

ア コンソーシアム及び運営指導委員会拡大合同会議 １０月２０日（火） 

  委員への委嘱状交付、運営指導委員長の選任、事業趣旨の説明 

 コンソーシアム構築に関する具体案の協議、質疑応答等 

イ 第２回運営指導委員会 ３月末日 

  新型コロナ感染拡大防止の観点から、書面決議・報告とした。その内容

としては、書面とオンデマンド配信による成果研究発表会の視聴による

本年度の研究成果の報告と課題の抽出、評価の検討、次年度へ向けた改善

策の協議・提言とし、後日書面にて報告を行っていただくこととした。 

 



 

 

③カリキュラム等開発専門家（※事前打ち合わせを含む） 

月日 曜 協議内容等 

６月 ８日 月 事業趣旨説明、研究内容の報告、協議 

９月 ４日 金 学校設定科目概要説明と協力依頼、作業分担の説明 

１０月１６日 金 第１回研究開発推進委員会（委員への事業趣旨説明他） 

１１月１６日 月 地域協働事業への参加見学、事業の進捗状況報告 

１１月３０日 月 第２回研究開発推進委員会（高校魅力化評価について） 

１２月１０日 木 全国サミットカリキュラムマネジメントの在り方報告 

２月 ９日 火 第３回研究開発推進委員会（評価内容の報告、検討） 

３月１５日 月 本年度の研究成果の報告、評価検討、次年度の計画案 

 

  ④地域協働学習実施支援員（※事前打ち合わせを含む） 

月日 曜 協議内容等 

６月 ４日 金 事業趣旨説明、研究内容の報告、協議 

９月 １日 火 事業進捗状況の報告、協議（受入先とのマッチング） 

１０月２０日 火 コンソーシアム及び運営指導委員会拡大合同会議 

 

  ⑤校内関係会議 

ア 経営企画会議：学校行事や学校経営に関わる主任級レベルの会議で

あり、この会議おいて、本事業の進捗状況等の報告、情報を提供する

ことで職員の共通理解と本事業内容の共有化を図っている。 

〔会議開催日〕計１２回の開催 

４月９日（木）、５月１４日（木）、６月１１日（木）、７月８日（水） 

８月２１日（金）、９月１５日（火）、１０月１４日（木）、１１月１０日（火） 

１２月１０日（木）、１月１４日（木）、２月４日（木）、３月５日（金） 

 

イ 農業部会：校長、教頭、事務長、農場長、５学科主任および各学科

所属職員、事務実習費担当者から構成される会議であり、事業計画

の立案・計画・実行といった実務を取り扱う会議である。この会議

を通じて、進捗状況などの共通理解と情報の共有化を図っている。 

〔会議開催日〕計６回の開催 

４月１７日（金）、６月２５日（木）、９月２９日（火）、 

    １１月１６日（月）、１２月１７日（木）、３月４日（木） 

 

ウ 職員会議：年間を通じて計１４回開催している。全職員による本事

業業内容の共通理解と、情報共有化を図っている。 



令和２年度 地域協働事業 研究成果発表会・校内課題研究発表会 実施要項 

 

秋田県立金足農業高等学校 

農 業 ク ラ ブ 

１ 目 的 各科における課題研究の取り組みを知るとともに、次年度におけるプロジェクト発表会に向け、

全体のスキル向上を目指す。 

２ 日 時 令和３年３月１８日（木）２～４校時 

      ※地域協働事業「研究成果発表会」の一環として、本発表会を実施します。 

３ 会 場 第１体育館 

４ 対象者 農業クラブ員（１～２年全員） 

５ 次 第 １）開会のことば 

      ２）校長挨拶（渡辺勉校長先生） 

      ３）事業の概略説明（地域協働事業担当：照内之尋先生） 

      ４）領域別研究課題発表 

        ①グローバルスタディ領域（生物資源科） 

        ②第四次産業・農業革命領域（造園緑地科） 

        ③ソーシャルスキルアップ領域（環境土木科・食品流通科） 

        ④地域一体型農業コミュニティ形成領域（生物資源科・生活科学科） 

      ５）各科課題研究発表 

        ①農業クラブ会長挨拶（２Ｂ菊地璃羅） 

        ②発表方法等説明（農業クラブ顧問：和泉有紗） 

        ③発表（生物資源科、環境土木科、食品流通科、造園緑地科、生活科学科） 

        ④指導講評（宮腰明農場長） 

      ６）アンケート結果公表ならびに本事業の評価（地域協働事業担当：照内之尋先生） 

      ７）閉会のことば 

６ 発表等について 

      １）発表は各科１グループを原則とする。 

      ２）発表題ならびに発表者は別紙様式により３月８日（月）１６：００まで提出 

      ３）発表順の抽選は実施せず、Ｂ・Ｅ・Ｆ・Ｌ・Ｈのクラス順とする。 

７ 会場配置図 ※新型コロナウイルス感染予防のため、十分な間隔を取って座り、換気しながら行う。 

   スクリーン     

  演台     ｽﾃｰｼﾞ 

          

    プロジェクタ   進行   

 発表者       職
員
席 

 

  1B 1E 1F 1L 1H 2B 2E 2F 2L 2H   

  ※イス（各クラス3列で整列）    

        入口 

８ 評 価 当日全員に評価表を配布する。 

記入した評価表は、各クラス農業委員が発表会当日中に取りまとめ、農業クラブ顧問（和泉） 

へ提出。その後、各学科長へ配付。 

      1年生は「農業と環境」、2年生は「課題研究」の評価として取り扱う。 

９ その他 発表当日、発表者ならびに農業クラブ役員は１校時に準備およびリハーサルを実施する。 

８：５５～ ９：２０ 農ク準備およびリハーサル 

９：２０～ ９：４５ 各科リハーサル（各科５分）※出席扱いでお願いします。 

      ２～４校時の授業カウントは、１年生は「農業と環境」、２年生は「課題研究」とする。 



職名 氏　名 事業担当・役割 担当教科 校内分掌

1 校長 渡辺　　勉 総括 農業

2 教頭 湯澤　　寛 総括補佐 体育

3 教頭 齊藤　雅子 渉外・指導 地歴 地域との協働による高等学校
教育改革推進委員会委員長

4 事務長 石田　貞雄 経理 事務室統括 事務長

5 教諭 宮腰　　明 農業部統括・研究開発担当 農業 農場長

6 教諭 照内　之尋 地域協働事業運営実施主任 農業
造園緑地科主任

地域協働委員副委員長

7 教諭 菅原　　学
地域協働事業運営実施副主任

カリキュラム開発担当
数学 教務

8 教諭 中嶋　将信
地域協働事業運営実施副主任

研究開発担当
農業 教務

9 教諭 佐々木　均 研究開発担当 農業 生物資源科主任

10 教諭 冨田　和樹 研究開発担当 農業 環境土木科主任

11 教諭 田口　健一 研究開発担当 農業 食品流通科主任

12 教諭 猿田　美樹 研究開発担当 家庭 生活科学科主任

13 教諭 髙橋　寿徳 研究開発担当 農業 進路指導部

14 教諭 浅沼　宏明 研究開発担当 理科 科学部顧問

15 教諭 伊藤　　英 カリキュラム開発担当 社会 教務主任

16 教諭 佐々木真弓 カリキュラム開発担当 英語 教務副主任

17 教諭 戸坂　昌成 カリキュラム開発担当 社会 進路指導主任

18 教諭 佐藤　睦子 カリキュラム開発担当 家庭 進路指導部

19 教諭 渡會　　諭 カリキュラム開発担当 理科 教務

20 教諭 和泉　有紗 カリキュラム開発担当 農業 農業クラブ顧問

表２－１「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」
研究開発推進委員会①



研究開発 カリキュラム開発 フィールド学習実践・支援

氏名（所属学科・教科等） 氏名（所属学科・教科等） 氏名（所属学科・教科等）

■平沢　隆志（生物資源科） 宇佐美　悟（生物資源科） 安田　信祐（草花）

　近江　広和（生物資源科） 古戸　　毅（食品流通科） 江面　文雄（情報）

■川村　桃子（生活科学科） 大石　一博（食品流通科） 柏谷　安彦（果樹）

■山崎　隆之（食品流通科） 斉藤　瑞穗（生活科学科） 遠藤　　敦（食品）

■小野　聡悦（造園緑地科） 齋藤　竜麿（環境土木科） 小野　総志（作物）

■鈴木　涼太（環境土木科） 船木　　静（国語） 中泉　一豊（土木）

桜庭　清彦（英語） 小田島仁志（英語） 佐々木周幸（野菜）

齊藤　博史（体育） 石塚千鶴子（数学） 佐藤　　剛（畜産）

鎌田いずみ（芸術） 佐藤江利子（体育） 秋本　元輝（造園）

船木　千佳（国語） 船山　　毅（数学） 松橋美穂子（理科）

内藤　慎平（体育） 安田　大介（体育） 小松　幸生（事務経理）

【会議実績】

11月30日（月）高校魅力化評価システム評価の分析、グループワーク

 2月 9日（火）ルーブリック、金農総幸福量ＧＫＨ等の評価・分析、実施事業報告

 3月15日（月）年間のまとめ、研究成果ならびに次年度の課題の把握、次年度計画

注１）「研究開発推進委員会」を開催する場合は、①の委員で実施する。

表２－１「地域との協働による高等学校教育改革推進事
業」

研究開発推進委員会②

注２）■付きの職員は、研究開発推進委員会と各学科との円滑な調整担当を兼務する。

10月16日（金）本事業の概要ならびに内容説明、カリキュラム開発等専門家の紹介



第３章 領域別研究開発の取組 

１ 研究開発における構想の目的 

社人研の試算による全国最大の人口減少率（41.2％）と、それに連動する

かたちで、減少する農家数（18.4％減の 48,900戸）は、本県の基幹産業で

ある農業の危機的状態を意味している。これら、本県が抱える人口減少、地

域縮小社会に対応しつつ、今後ますます拡大するグローバリゼーションと

イノベーションに対し、「秋田型農業成長モデル」の開発を通じて、地域課

題を発見し、協働しながら課題解決に取り組むことができる人材の育成を

図るとともに、秋田の未来を創造し、持続可能な地域社会の構築や、Society 

5.0に対応できる資質・能力を身に付けることを目的とした構想である。 

 

２ 構想目的の達成手段としての４領域 

縮減社会に対応した地域定住人材の育成及び研究・カリキュラム開発、

産学官連携の金農支援コンソーシアム活動を「秋田型農業成長モデル」とし、

コンソーシアムにおいて地域のニーズを教育活動に取り入れ、１「グローバ

ルスタディ」領域、２「第４次産業・農業革命」領域、３「ソーシャルスキ

ルアップ」領域、４「地域一体型農業コミュニティ形成」領域で、教科「農

業」の各科目と学校設定科目との有機的融合を図り、地域に開かれたカリキ

ュラム開発をプロジェクト学習法により実施する。 

（１）グローバルスタディ領域 

グローバル化に対応するための領域、ＧＡＰ研修や海外ファームステイ 

等を実施（※新型コロナ感染防止の観点から、内容は弾力的に運用する）。 

（２）第４次産業・農業革命領域 

ＩＴ・スマート農業を実践し、高度な知識と最先端の農業技術を修得する

ためのプログラム。地域の関連産業を変革させる意識を醸成させる領域。 

（３）ソーシャルスキルアップ領域 

長期インターンシップや関連産業現場視察等を通じて、技術や社会性を

身に付けるための高度化社会人育成プログラム領域。 

（４）地域一体型農業コミュニティ形成領域 

地域の少子高齢にともない減少しつつあるコミュニティを持続するため、

地域の伝統農産物の栽培や、地域の伝統文化の継承等を推進する領域。 

 

３ 各学科別事業実施数（３９事業） 

・生物資源科 ９ ・環境土木科５ ・食品流通科５ 

・造園緑地科１５ ・生活科学科５        合計３９事業 



領域名【 グローバルスタデイ領域 】 

農業生産のＧＡＰ研修  

 

担当者 生物資源科 教諭 佐々木 均 

 

１ 実施目的 

  農産物の販路拡大とりわけ海外への輸出は、本県農業の大きな課題であ

る。GAP教育は農業の GAPの実践はもちろんのこと生徒が主体的に取り組

み、生産工程のすべてにかかわることを目的としている。 

  今回の講義は世界の、日本の GAPの現状を知り、今後の活動を展開する 

きっかけを目的とする。 

 

２ 主催・講師等 

大潟村役場 農業アドバイザー・JGAP審査員 松橋 秀男  

 

３ 実施内容 

（１）実施期間 令和２年１１月１３日（金）１３：３０～１５：００ 

（２）対象学科 生物資源科１年・生物資源科２年・３年希望者 計４８名 

（３）開催場所 本校会議室 

 

４ 研修の様子 

（１）プレゼンで説明する松橋秀男氏 （２）メモしながら講義を受ける生徒 

 

５ 参加生徒の感想 

１B武田侑馬：生産から販売まで多くの条件があることに驚いた。こうして食

の安全も守られていることがわかった。 

 

１B安田 想：商品に多くのマークがあることを知り、そのマークの価値が消

費量にもつながり、生産者も目的を持った生産ができることが 

       わかった。 



領域名【 グローバルスタデイ領域 】 

グローバル農業講演会  

 

担当者 生物資源科 教諭 佐々木 均 

 

１ 実施目的 

  世界の農業・環境を視野に入れて地域社会や地域農業を考える。また、今

抱えている諸問題についてグローバルな視点で対策や解決する手法を身につ

けることを目的とする。 

 

２ 主催・講師等 

秋田県立大学生物環境科学科 教授 長濱健一郎   

 

３ 実施内容 

（１）実施期間 令和２年１２月１１日（金）１３：３０～１５：００ 

（２）対象学科 生物資源科１年・生物資源科２年・３年希望者 計５０名 

（３）開催場所 本校会議室 

 

４ 研修の様子 

（１）プレゼンで講義する長濱健一郎先生   （２）質問する生徒 

 

５ 参加生徒の感想 

１B薄田 詩織：世界的に栄養不足の人が１０億人いる。一方で肥満を問

題とする国や耕作放棄地が問題となっている日本もあ

る。総合的に問題を解決しなければならないと思った。 

 

１B安藤 思学：食糧問題には多くのアプローチがあることがわかった。

廃棄食糧を減らす、分配方法、生産の仕組みなど個人的

に興味があるので自分なりに研究していきたい。 

 



領域名【 第４次産業・農業革命 領域 】 

八郎湖のアオコに関する研究（出前講座） 

担当者 環境土木科 講師 鈴木涼汰 

 

１ 実施目的 

（１）八郎湖のアオコ発生の原因を理解し、今後の課題研究の見通しを持つ。 

（２）実際に行われているアオコの対策を学習し、自分たちが出来る新しい対

策を考える。 

 

２ 主催・講師等 

秋田県庁 生活環境部 環境管理課 八郎湖環境対策室 佐藤 哲  

 

３ 実施内容 

（１）実施期間 令和２年１０月１２日（月） 

        １３：２５～１４：２５ 講義 

             １４：２５～１５：１５ 馬踏川のアオコキラーの見学 
（２）対象学科 環境土木科２年 課題研究班８名 

（３）開催場所 金足農業高等学校 第１コンピューター室   

        馬踏川流域     潟上市大久保字片田千刈田         

 

４ 研修の様子 

（１）説明会の様子         （２）現場見学の様子  

 

５ 参加生徒の感想 

２年環境土木科 内田 夏流星：八郎湖付近の住民が頑張るだけでなく、上流

で生活する人の協力も必要だと知ることができました。 

２年環境土木科 安田 彬人：アオコ対策は地域の人の協力と農業の活性化の

両方ができなければいけないことを知ることができました。 

２年環境土木科 長坂 樹：秋田県ではどのような対策が有効なのか知ること

ができる良い機会だった。 

 

 



領域名【 第４次産業・農業革命 領域 】 

農作業の軽労化・省力化に関する講義・実演  

 

担当者 造園緑地科 教諭 照内之尋 

 

１ 実施目的 

  近年農業分野でパワースーツ、あるいはアシストスーツの活用が見られる 

ようになってきている。農作業における体への負担を減らす目的で開発され

たアシストスーツの実例を学ぶことで、農業従事者の高齢化、後継者問題な

どさまざまな課題をＩＣＴやロボット技術で解決するスマート農業について

の理解を深める。 

 

２ 主催・講師等 

秋田県立大学生物資源科学部アグリビジネス学科 准教授 山本聡史  

      〃    フィールド教育研究センター長 教授 西村 洋 

 

３ 実施内容 

（１）実施期間 令和２年１１月１９日（木）１０：３０～１２：００ 

（２）対象学科 造園緑地科２年・課題研究専攻生７名 

（３）開催場所 秋田県立大学生物資源科学部大潟キャンパス 

 

４ 研修の様子 

（１）山本先生による実演の様子  （２）アシストスーツを用いた作業体験 

 

５ 参加生徒の感想 

２Ｌ菅原正平：腰への負担を和らげるアシストスーツだけでなく、手足や腕を

サポートするものがあれば農作業の幅が広がると感じた。 

２Ｌ吉光梨乃：安価であれば農家への普及も広がると思うが、コストの面でい

かに汎用性を広めていくかが課題だと感じた。長期的に見れ

ば、農業者の負担を減らすためにも導入の必要性を感じた。 



領域名【 第４次産業・農業革命 領域】 

「ドローンによる農薬散布技術講習」 

 

担当者 生物資源科 教諭 髙橋 寿徳 

 

１ 実施目的   

   農業の近代化を目指し、スマート農業への第一歩として技術指導者を招

聘しドローンによる農薬散布の知識技術を身につけさせるとともに農業の

未来を展望する。 

 

２ 主催・講師等 

  株式会社 田沢モータース   

    社長 吉田 雄吾、齋藤 隆伸、藤田 芽 

 

３ 実施内容 

（１）実施期間  令和２年１２月１７日（木）   １３：２５～１５：１５ 

（２）対象学科  生物資源科２，３年 作物専攻生１６名 

（３）開催場所   本校実習棟・野球屋内練習場・農場 

 

４ 研修の様子 

 

（１）農業用ドローンの説明   （２）実際に操縦体験している様子 

 

５ 参加生徒の感想 

 ２Ｂ 宇佐美翔大：充実した講習会で、体験できてよかったです。卒業後の

自分の進路選択のために役に立ちました。 

 ２Ｂ 齋藤 春樹：近代農業を勉強できて本当によかったです。将来は農業

経営者を目指しているので貴重な体験ができました。あ

りがとうございました。 

 



領域名【 第４次産業・農業革命 領域 】 

秋田県立大学木材高度加工研究所視察研修 

 

担当者 造園緑地科 教諭 和泉 有紗 

 

１ 実施目的 

  本県における森林面積は県土の７割を占めており、林業は第１次産業を支 

える分野である。日本三大美林として名高い「秋田スギ」を誇り、現在林 

業・木材産業の成長産業化と、新たな森林経営の適切な管理が推進されてい 

る。今回は森林資源を活用した持続的な資源循環型社会の形成を目指して設   

置された研究施設を見学し、木材加工分野から本県の強みと課題を捉え、高  

い問題解決意欲を備えた人材を育成することを目的とする。また、白神山地 

世界遺産センターでは世界自然遺産の観点から見た森の教養について学ぶ。 

 

２ 主催・講師等 

秋田県立大学木材高度加工研究所 

木質科学研究グループ 教授 栗本 康司  

白神山地世界遺産センター（藤里館） 菅沼 慶太  

 

３ 実施内容 

（１）実施期間 令和３年１月２５日（月）８：５０～１５：３０ 

（２）対象学科 造園緑地科２年 ３５名 

（３）開催場所 秋田県立大学木材高度加工研究所 

白神山地世界遺産センター 

 

４ 研修の様子 

 

 

 

 

 

 

 

（１）耐火試験の説明を受ける様子（２）生態系について講義を受ける様子 

 

５ 参加生徒の感想 

２Ｌ 竹沢 憲人：木材資源の積極的活用が国土の維持や地球環境を守ること 

に繋がるということを知り、目から鱗だった。 

２Ｌ 根元  茜：それぞれの動植物が作用して生態系を形づくっていること 

         を学んだ。自然環境を学ぶ上で意義深い内容であった。 



領域名【 ソーシャルスキルアップ 領域 】 

事業・研修名 現場見学（玉川ダム、芝野頭首工） 

 

担当者 環境土木科 教諭 冨田和樹 

 

１ 実施目的 

① ＲＣＤ工法（現在主流となっている工法）の特徴や構造を学ぶ。 

② 玉川の大噴から流れ出す強酸性泉の環境への影響を理解する。 

③ 頭首工の増設の目的や目的を理解する。 

 

２ 主催・講師等 

① 国土交通省玉川ダム管理事務所（天端、資料室） 

     担当：総務係長 本間 央幸  

②  芝野頭首工 

担当：秋田地域振興局農林部農村整備課 課 長 今泉 裕  

                       専門員 茂木 満  

３ 実施内容 

（１）実施日時   令和２年１０月１９日（月）１０：３０～１４：３０ 

（２）対象学科   １年環境土木科 ３５名 

（３）開催場所   玉川ダム 芝野頭首工 

 

４ 研修の様子 

  

（１）玉川ダムの天端での説明の様子   （２） 芝野頭首工での説明の様子 

 

５ 参加生徒の感想 

・ダムの作りや役割など、実物を見ながら楽しく学ぶことができました。 

 （１年環境土木科 石山晴基） 

・私たちの生活に間接的に届いていて感謝しながら大切に使おうと思います

（１年環境土木科 伊藤琥珀） 

 



領域名【 ソーシャルスキルアップ 領域 】 

長期インターンシップ（Ⅰ・Ⅱ期） 

担当者 環境土木科 教諭 冨田 和樹 

１ 実施目的 

  インターンシップを通して、コミュニケーション能力や職業理解能力、課題解決能

力を養い、自己の将来の在り方生き方について考え、自己実現に向かって主体的

に人生を切り開いていく力を育む。 

 

２ 主催・講師等 

Ⅰ期 伊藤工業 株式会社 

         担当：代表取締役社長 伊藤  満  

総 務 部 長 木谷  信  

 Ⅱ期 秋田鋪道 株式会社 

         担当：代 表 取 締 役 青池 宏志  

 

３ 実施内容 

（１）実施期間 Ⅰ期 令和２年１１月  ９日（月）から１３日（金） 

          ※ただし１１月１０日（火）は企業説明会のため除く。 

        Ⅱ期 令和２年１１月１６日（月）から２０日（金） 

（２）対象学科 環境土木科２年 岸 倫太朗 

（３）開催場所 秋田県内土木工事現場 

 

４ 研修の様子 
   

 

 

 

 

 

 

（１）ドローンを操作している様子（２）現場画像の説明を聞いている様子 

 

５ 参加生徒の感想 

土木の仕事に関心をもって毎日の授業に臨んでおりましたが、改めて責任の

大きな働きがいのある業種であると学ぶことができました。この五日間を通し

て直接ご指導くださった伊藤さんからは、働くことのつらさだけでなく、働く

ことのやりがいや建設業という業種の面白さ、そして、現場が完成したときの

喜びを教えていただきました。今回のインターンシップを通して、やはり私は

土木関係の仕事がしたいという思いが強まりました。皆様からご指導いただい

たことと今の気持ちを忘れずに、進路希望実現のために頑張りたいと思います。 



領域名【 ソーシャルスキルアップ 領域 】 

長期インターンシップ（Ⅰ・Ⅱ期） 

担当者 環境土木科 教諭 冨田 和樹 

１ 実施目的 

  インターンシップを通して、コミュニケーション能力や職業理解能力、課題解決能

力を養い、自己の将来の在り方生き方について考え、自己実現に向かって主体的

に人生を切り開いていく力を育む。 

 

２ 主催・講師等 

Ⅰ期 天喜建設 株式会社 

         担当：代表取締役 天野 貴明  

営 業 課 長 加藤 文雄  

 Ⅱ期 株式会社 菅与組 

         担当：代表取締役社長 菅原 孝次郎  

        専 務 取 締 役 畠山 宗太郎  

 

３ 実施内容 

（１）実施期間 Ⅰ期 令和２年１１月  ９日（月）から１３日（金） 

          ※ただし１１月１０日（火）は企業説明会のため除く。 

        Ⅱ期 令和２年１１月１６日（月）から２０日（金） 

（２）対象学科 環境土木科２年 佐藤 空 

（３）開催場所 秋田県内土木工事現場 

 

４ 研修の様子 
   

 

 

 

 

 

 

（１）基準を設定している様子     （２）測点を造設している様子 

 

５ 参加生徒の感想 

 印象に残ったことは、ほとんどの現場の方々が言っていた「大変な仕事で責

任も大きいけれどその分自分の作ったものが地図に残るのはとてもやりがいの

ある仕事」という言葉でした。そしてもう一つ感じ取れたのは、現場の方々の

雰囲気の良さです。特に一日目と四日目に行った現場では、初対面で緊張して

いた自分にも気さくに声をかけてくださり楽しく、緊張せずに学ぶことができ

ました。 



領域名【 ソーシャルスキルアップ 領域 】 

長期インターンシップ 

 

担当者 生物資源科 教諭 近江 広和 

 

１ 実施目的 

  インターンシップを通して、コミュニケーション能力や職業理解能力、課題解決能

力を養い、自己の将来の在り方生き方について考え、自己実現に向かって主体的

に人生を切り開いていく力を育む。 

 

２ 主催・講師等 

有限会社 まこと農産 

        担当：代表取締役 佐藤 樹 

 

３ 実施内容 

（１）実施期間：令和２年１１月１９日（木）から２６日（木） 

※ただし、日、祝日は除く 

（２）対象学科：生物資源科２年 伊藤 喜明、糸田 直也、佐々木 駿一郎 

（３）実施場所：秋田市雄和 

 

４ 研修の様子 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）いぶり小屋での作業      （２）トマトの収穫後作業 

 

５ 参加生徒の感想 

糸田直也：今回の体験学習を通して働くことの大変さを知ることができたと思 

います。初日から自分の知らない作業を知ることができてとても新 

鮮な気持ちになることができました。 

伊藤喜明：今回の体験学習を通して、相手に対する思いやりをもてるようにな 

った。商品と言うものは相手が買ってくれることで、その消費者に 

対して思いやりを持ちながら自分の役割を全うすると言うことがで 

きたと思う。 



領域名【 ソーシャルスキルアップ 領域 】 

造園緑地科 長期インターンシップ（むつみ造園土木株式会社） 

 

担当者 造園緑地科 教諭 照内之尋 

 

１ 実施目的 

  インターンシップを通して、コミュニケーション能力や職業理解能力、課

題解決能力を養い、自己の将来の在り方生き方について考え、自己実現に向

かって主体的に人生を切り開いていく力を育む。 

 

２ 主催・講師等 

  むつみ造園土木株式会社 

     代表取締役 佐々木創太  

   総務部長  本間 廣喜（インターンシップ担当）  

 

３ 実施内容 

（１）実施期間 令和２年１１月２４日（火）～２８日（土）５日間 

（２）対象学科 造園緑地科２年 戸嶋愛晴 

造園緑地科１年 斎藤真菜（以上２名） 

（３）開催場所 小泉潟公園、潟上天王グリーンランド、大潟村生態系公園 

 

４ 研修の様子 

（１）むつみ造園での冬囲い実習   （２）花の芽摘み実習の様子 

 

５ 参加生徒の感想 

２Ｌ戸嶋愛晴：新しい技術等がどんどん分かり、自分自身を大きく成長させる

ことができた。造園の仕事は楽しいと改めて思った。自分の進

路を考える良い契機となり社会性を身に付けることができた。 

１Ｌ斎藤真菜：一生懸命、真剣に取り組むことで、相手に自分の意志を表すこ

とができることを学びました。人間関係や、思いやりの行動は

大切なものであり、今後伸ばしていきたいと思います。 



領域名【 ソーシャルスキルアップ 領域 】 

造園緑地科 長期インターンシップ（秋田市役所） 

 

担当者 造園緑地科 教諭 照内之尋 

 

１ 実施目的 

  インターンシップを通して、コミュニケーション能力や職業理解能力、課

題解決能力を養い、自己の将来の在り方生き方について考え、自己実現に向

かって主体的に人生を切り開いていく力を育む。 

 

２ 主催・講師等 

  秋田市建設部公園課 

     秋田市長 穂積 志  

   秋田市建設部公園課施設担当課長 桜庭竹士（担当者）  

 

３ 実施内容 

（１）実施期間 令和２年１２月７日（月）～１１日（金）9:30-16:30 

（２）対象学科 造園緑地科２年 伊藤早紀（１名） 

（３）開催場所 秋田市建設部公園課(千秋公園、太平山、秋田市一つ森公園) 

 

４ 研修の様子 

（１）職員から説明を聞く伊藤    （２）樹木の毎木調査の様子 

 

５ 参加生徒の感想 

 

２Ｌ伊藤早紀：市役所といえば事務作業が多いイメージでしたが、建設部は土

木技師が多く、現場へ出向く機会が多く驚いた。５日間の経験

で仕事内容や心構えを知ることができました。その中でも大切

だと感じたのはコミュニケーション能力です。相手に伝える大

切さを学びました。公務員になりたい意欲が一層増しました。 



領域名【 ソーシャルスキルアップ 領域 】 

リース講習会・クマ講座 

 

担当者 造園緑地科 教諭 和泉 有紗 

 

１ 実施目的 

  これまで課題研究の授業において、本校の廃材や樹木の果実を活用した 

「金農リース」制作を行ってきた。物質循環の中で生み出された廃材や果実 

を活用することで、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を意識し、生態系の恩 

恵に感謝しながら豊かさを再び見つめ直す気概を育むこと、そして造園を学 

ぶ者として必要な技能・センスを身に付けることを目的とする。 

 

２ 主催・講師等 

秋田県森林学習交流館プラザクリプトン 自然観察指導員 山上 浪子  

  あきた森づくり活動サポートセンター  センター長   菅原 徳蔵  

 

３ 実施内容 

（１）実施期間 令和２年１２月１０日（木）９：３０～１５：００ 

（２）対象学科 造園緑地科２年９名、３年９名（計１８名） 

（３）開催場所 秋田県森林学習交流館プラザクリプトン 

 

４ 研修の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）集中してリースを制作する様子 （２）クマ講座で真剣に講話を聞く様子 

 

５ 参加生徒の感想 

３Ｌ 三浦 唯音：リースの材料は廃材といっても美しいものばかりだった。 

「持続可能」に一歩近づくことができたと感じる。クマ講 

座では、自分自身の危機感の足りなさを痛感した。 

２Ｌ 檜森  恋：それぞれの花材をどのように生かすかを考えながら作るの 

は難しかったが、楽しく有意義な時間だった。クマに関し 

ては、自分事として捉え、危機管理を徹底していきたい。 



領域名【 ソーシャルスキルアップ 領域 】 

事業・研修名 パッケージデザインに関わる出前授業 

担当者 食品流通科 教諭 大石 一博 

１ 実施目的 

  商品の流通において、パッケージデザインが大きな要因を占めている。 

    商品化開発にあたり、デザインのあり方について学び、日頃の学習活動の 

  深化を図る。 

 

２ 主催・講師等 

秋田公立美術大学 コミュニケーションデザイン専攻 

准教授  孔  鎭 烈  

 

３ 実施内容 

（１）実施期間   令和２年１２月１４日（月）１０：００～１２：００ 

（２）対象学科   食品流通科２年 流通コース１８名 

（３）開催場所   実習棟 第２コンピュータ室 

（４）実施内容   パッケージデザインの機能と役割について、具体例を通  

          してどのような目的を持ち、デザインが行われているの 

          かを学んだ。 

 

４ 研修の様子 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）孔先生による講義の様子   （２）視覚的効果についての実例 

 

５ 参加生徒の感想 

 ２Ｆ：伊藤華 

 ・初めて学んだことも多く、今までは気づかず見逃していたユニバーサルデ 

  ザインの必要性を痛感した。 

 ２Ｆ：小松尚輝 

 ・パッケージの持つ役割、利便性について多く学ぶことができた。また、色 

  彩や写真はブランドイメージを確立し差別化を図れることがわかった。来  

  年の演習に活かして行きたい。 



領域名【 ソーシャルスキルアップ 領域 】 

長期インターンシップ 

 

担当者 生物資源科 教諭 近江 広和 

 

１ 実施目的 

  インターンシップを通して、コミュニケーション能力や職業理解能力、課題解決能

力を養い、自己の将来の在り方生き方について考え、自己実現に向かって主体的

に人生を切り開いていく力を育む。 

 

２ 主催・講師等 

株式会社 寿牧場  代表 高橋 寿 

 

３ 実施内容 

（１）実施期間  令和２年１２月１４日（月）から１８日（金）の 5日間 

（２）対象学科  生物資源科 1年 川尻 未空・瀨下 葉奈 

                 田山 陽菜・鷲尾 謹 

（３）実施場所：秋田市河辺 

 

４ 研修の様子 

   

（１）登記簿と耳標の確認作業       （２）清掃作業 

 

５ 参加生徒の感想 

田山 陽菜：実際に牧場で育てた牛の枝肉を見たときにとても苦しい気持ちに 

なりました。でも生きるために必要なお肉を全く食べない訳には 

いかないと思うので、今まで以上に感謝する気持ちが強くなりま 

した。 

鷲尾  謹：ここの牧場では機械がたくさん使われていて、効率がいいなと思 

いました。しかし、牛の変化に気づくためには人間が必要だと思 

うので、すべて機械化は難しそうだなと思いました。 



領域名【 ソーシャルスキルアップ 領域 】 

事業・研修名 外部食品工場・農業関連施設見学 

担当者 食品流通科 教諭 田口健一 

 

１ 実施目的 

   地域農業の発展の視点で、食品ブランドの活用や創造について学ぶとと

もに、農業高校生として秋田県農業の現状等を学び、今後の秋田県農業を

創造する態度を養う。 

 

２ 主催・講師等 

  ・合同会社ダイセン創農 事業統括責任 鈴木等 

  ・秋田県立農業科学館  照井梓 

 

３ 実施内容 

（１）実施日時     令和２年１２月１６日（水） 

（２）対象学科、生徒  食品流通科２年 ３４名 

（３）開催場所     合同会社ダイセン創農 

秋田県立農業科学館 

 

４ 研修の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ダイセン創農工場見学の様子  （２）科学館のマスコットの前で 

 

５ 参加生徒の感想 

 ２Ｆ鈴木蓮：私たちも消費者に向けて加工品を作る側なので、衛生管理を徹

底することの重要性を再認識することができた。これからも本

校の加工品を買ってくれる人に安心・安全を届けたいと思っ

た。 

２Ｆ澁谷朱里：秋田の食と農業の関わりと、秋田県農業の発展に大きく貢献 

した偉人を知ることができ、大変勉強になった。 



領域名【 ソーシャルスキルアップ 領域 】 

事業・研修名 外部食品工場見学 

 

担当者 食品流通科 教諭 山崎 隆之 

 

１ 実施目的 

  本校で製造している味噌の製造方法や、こうじ娘や味噌にも使用している

麹の製造技術など、本県が誇る老舗醸造元の技術とともに、衛生管理の手

法や体系についても学ぶことで、日頃の学習の深化を図る。 

 

２ 主催・講師等 

小玉醸造株式会社 代表取締役社長 小玉 真一郎  

 

３ 実施内容 

（１）実施期間     令和２年１２月１７日（木） 

（２）対象学科、生徒  食品流通科１年３５名、引率教員１名 

（３）開催場所     小玉醸造株式会社（秋田県潟上市） 

（４）実施内容 等   工場見学・販売所見学 

 

４ 研修の様子  

  

（１）日本酒醸造施設見学     （２）醤油・味噌製造工場見学 

 

５ 参加生徒の感想 

石川綾将：強いこだわりを持ち、141年間商品を作り続けている企業の精神に 

感銘した。 

佐藤悠成：最近は、コロナウイルスの影響もあり、消毒液の製造を行うなど世

間のニーズに合わせて商品を製造するなど行動力があると感じた。 

 

 



領域名【 ソーシャルスキルアップ 領域 】 

E&G アカデミー パースオンラインセミナー 

 

担当者 造園緑地科 臨時講師 小野 聡悦 

 

１ 実施目的 

 造園計画の授業では、造園製図を通して社会に出た時に自分の考えを相手

に伝える力を身に付けさせている。透視図法(パース)を修得することで生徒

の表現力・発信力向上に繋げたい。 

 また、美術教科が無いため、空間把握力や想像力を養う機会にしたい。 

 

２ 主催・講師等 

株式会社ユニマットリック Ｅ＆Ｇアカデミー 松下 高弘 

株式会社ユニマットリック 仙台営業所 佐々木寛子 

 

３ 実施内容 

 （１）実施期間  令和２年１２月１７日（木）２・３・４校時 

 （２）対象学科  造園緑地科２年 ３５名 

 （３）開催場所  秋田県立金足農業高等学校 実習棟造園施工室 

  

４ 講習会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 参加生徒の感想 

・透視図や遠近法を使った描き方などを学び、自分の製図の幅が広がったなと

思います。細かい所を少し気をつけて描くだけで、作品の仕上がりが全然違っ

てくるので、この経験を今後に生かしていきたいです。 

・オンラインの開催となってしまいましたが、パースの基本や表現のテクニッ

クを私達と一緒に進めてくださったおかげで、透視図やアングルの考え方を学

べ、より身近なものとして体験することができました。 

・初めての経験だったので少し難しかったです。オンラインという環境ではあ

ったけれど、分かりやすく指導していただき、ありがとうございました。 

 



領域名【 ソーシャルスキルアップ 領域 】 

エクステリア講習会 

 

担当者 造園緑地科 臨時講師 小野 聡悦 

 

１ 実施目的 

 現在造園緑地科においては、専門教科の授業では庭園設計や施工技術につ

いて学び、例年の職場見学等では県内企業を訪れる機会はあるものの、関連

産業への就職を希望する生徒が減少しているのも現状である。 

実際に外構技術を地元企業の卒業生に学ぶことで、関連産業や県内企業の魅

力を伝え、生徒の職業観・地元愛育成の一環とする。 

 

２ 主催・講師等 

  有限会社 創園  スタッフ 平川 実  

 

３ 実施内容 

  (１)実施期間  令和３年１月２１日(木) ９：３０～１５：００ 

  (２)対象学科  造園緑地科２年 ３５名 

  (３)開催場所  秋田県立金足農業高等学校 実習棟 造園施工場 

  

４ 講習会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 参加生徒の感想 

２L 出雲 大翔：初めて 1日通して１つのものを作る体験をして、働く人の

大変さを感じることができた。さらに、講習では５人でやっていた作業を

実際には 1人で行う事に驚き、やりがいを感じる分、とても大変な職業な

んだということを強く感じました。 

２L 小野 花心：もの作りの楽しさを学びました。グループで協力しながら

活動することができました。 

２L 戸嶋 愛晴：より実践的な実習が経験できて、やりがいがありました。

こういう作業が出来る仕事に就きたいと改めて思いました。 

 



領域名【 地域一体型農業コミュニティ形成 領域 】 

イチジクの栽培について 

担当者  生物資源科  教諭  宇佐美  悟 

１ 実施目的  数年前から本校のイチジクがカミキリムシの被害で収量の減

産が続いています。これを打開すべき手段として、イチジクの

生産に取り組んでいるにかほ市大竹地区の生産技術指導と加工

品について研修をする。 

 

２ 指導担当者 ＪＡ秋田しんせい西部営農センター 大平 奈央 

 

３ 実施内容 

（１）期  日   令和２年 １０月 ２６日（月）   

（２）参 加 者   金足農業高校生物資源科 ３年生７名、１年生９名 

（３）場  所   にかほ市大竹地区内 

（金浦果物出荷所・大竹地内見学・販売所見学） 

４ 研修の様子 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）阿部組合長さんから説明の様子   （２）大竹直販所での試食の様子 

 

５ 参加生徒の感想 

３年 水戸屋大斗：大竹地区のイチジクは高温乾燥や多雨などの影響で生産量

が激減した年もあったということを資料のグラフでわかった。生産量が

多くても傷がついて Bランクに下げられる物も多く、栽培の難しさを改

めて知った。農協の選果場ではイチジクの単価や生産量、カミキリムシ

の被害と防除について手幅広く学んだ。 

１年 安田  南 

生産組合の方はそれそれ工夫した栽培方法で管理していることに驚い

た。主に栽培している品種は加工用のホワイトゼノアという品種でし

た。阿部さんの畑ではバナーネという品種を生で試食しました。とて

も大きく、甘いものを阿部さんが選んでくれました。病気に弱く、品

質管理に気を使っていること理解できました。貴重な体験でした。 



領域名【 地域一体型農業コミュニティ形成 領域 】 

事業・研修名 商品開発（地域の特産物 梨を使ったコンポート） 

 

担当者 生活科学科 教諭 川村 桃子 

 

１ 実施目的 

  地域の特産物「男鹿梨」で商品化されない梨（傷付いたもの・形の悪いも

の）を活用し、コンポートを製作・商品化を目指す。 

  生徒の活躍の具現化（昨年度の乳製品コンクール東北大会最優秀賞を受賞

したレシピの活用）、食糧資源の活用（廃棄予定の梨）、金農の人材活用

（金農生のレシピ、金農卒のアドバイザー、金農卒の梨農家）を図る。 

 

２ 主催・講師等 

  アドバイザー め・へさけ スイーツコンシェルジュ 小林 華奈子 

 

３ 実施内容 

（１）実施期間   令和２年１１月１９日（木）  

令和３年 １月１３日（水）、２月４日（木）３日間 

（２）対象学科   生活科学科２年４名 1年５名 

（３）開催場所   本校調理室 

（４）実施内容   計画立案 試作 

 

４ 研修の様子 

  

（１）小林先生による実技指導       （２）試作品 

 

５ 参加生徒の感想 

２Ｈ杉本千尋：商品開発するためには、作りたいものをよりイメージできるよ

うに、自分の理想を追求するとともに、商品化されているもの

を調べ、見て、食べてみることが必要だと感じた。また、砂糖

の種類によって出来上がりに大きな差があることもわかった。 



領域名【 第４次産業・農業革命 領域 】 

地域ブランディング講演会  

 

担当者 造園緑地科 教諭 照内之尋 

 

１ 実施目的 

  六次産業化や、商品開発による地域活性化を推進するためのマーケティン

グ戦略、地域ブランドづくりについて学ぶことで日頃の学習の深化を図る。 

 

２ 主催・講師等 

  秋田大学教育文化学部地域文化学科 准教授 益 満   環 

 

３ 実施内容 

（１）実施期間 令和２年１１月３０日（月）１３：３０～１５：００ 

（２）対象学科及び生徒   

・造園緑地科２年３５名 

   ・食品流通科ならびに生活科学科の課題研究等において、六次産業化や 

商品化に関わる研究を実践している専攻生 １４名 

（３）金足農業高校 実習棟造園実習室（実習棟１階） 

 

４ 研修の様子 

 
（１）講演会の様子①         （２）講演会の様子② 

 

５ 参加生徒の感想 

２Ｂ相馬らん：秋田県が人口減少率全国１位であることを初めて知りました。

秋田に隠れている魅力を発掘し発信する大切さを知りました。 

２Ｌ渡辺優親：私は今まで秋田の魅力をあまり感じていませんでした。秋田の

良さが広く県内外に伝わっていないことが課題。私も県民とし

て、秋田の良さについて多くの情報と発信に努め、秋田の活性

化の手助けをしたいと思うようになりました。 



領域名【 地域一体型農業コミュニティ形成領域 】 

綿活用講習会 

 

担当者 生活科学科 教諭 斉藤 瑞穂 

 

１ 実施目的 

栽培した綿花を利用し雑貨を作り、さらにどのような活用方法があるか

アイディアを出し合う。 

 

２ 主催・講師等 

あきたべきぶ代表  石川 真由美  

 

３ 実施内容 

（１）日  時     令和２年１２月４日（金） １３時半～１５時半 

（２）対象学科、生徒  生物資源科（草花）２年  ３名 

生活科学科 ３年     ４名 

（３）開催場所     金足農業高等学校 被服室 

（４）内容       綿花栽培報告  しめ縄作り  意見交換 

 

４ 研修の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）石川先生による講義の様子  

（２）しめ縄飾り活動の様子 

 

５ 参加生徒の感想 

３Ｈ堀井聖奈：コットンを繊維や布として使うだけでなく、そのまま飾りとし

て利用できることを知り、利用方法の幅の広さや活用の仕方に

よっては様々なものができるのだと思いました。そのように活

用すれば、綿をもっと普及させることができると思いました。                      

３Ｈ笠井望美：綿はふわふわの状態で使うという認識でしたが、そのままで使

うことができてびっくりしました。思っていたよりもワタの使

い道があって活用の幅を広げるいい機会になりました。  

 

 



領域名【 地域一体型農業コミュニティ形成領域 】 

生活科学科放課後クラブ 着物の着付けと作法 

 

担当者 生活科学科 教諭 猿田美樹 

 

１ 実施目的 

  日本文化の学習の発展として、特に興味と意欲のある生徒を対象に和服の

着付けと作法を学習し、知識と技能を伸ばすことを目的とする。 

 

２ 主催・講師等 

大島幸子きもの学院 代表 大島 幸子  

           村田恵美子  

           菅原ひろみ  

           佐々木曜子  

           柏木あかり  

 

３ 実施内容 

（１）実施期間 令和２年１２月７日（月）１５：４５～１７：１５ 

（２）対象学科 生活科学科 希望者１６名 

（３）開催場所 金足農業高校 研修館２階和室 

（４）実施内容 ひとえ長着・着物の着付け、お茶会 

 

４ 研修の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）和装でおもてなし     （２）お茶会の様子 

 

５ 参加生徒の感想 

 ２Ｈ中川彩夏：和服に関わることが少なかったが、成人式の振袖を自分で着

られたり、お茶のおもてなしが堂々とできるようになれるの

で、もっと技術を高めたいと思った。 

 

 



領域名【 地域一体型農業コミュニティ 領域 】 

 

「米菓の立ち上げと販売戦略」について食品会社代表による講演会 

 

担当者 食品流通科 教諭 古 戸  毅 

 

１ 実施目的 

  秋田県産の原料や手づくりにこだわった贈答用せんべいの美味しさを全国

に向けて発信している地域の食品会社代表に会社再生の苦労や商品の製造過

程、店舗展開などの販売戦略を講演してもらうことにより来年度履修する必

修科目、食品流通への導入を図る。 

 

２ 主催・講師等 

  有限会社 鼎家(かなえや) 代表取締役 米田 賢吾  

 

３ 実施内容 

（１）実施期間     令和２年１２月７日（月）１０：４５～１２：２５ 

（２）対象学科、生徒  食品流通科１年 ３５名 

（３）開催場所     金足農業高校 進路学習室 

 

４ 学習の様子 

 

（１）米田氏による講演の様子    （２）商品の比較および試食 

 

５ 参加生徒の感想 

 小野陽太：米田氏がどん底から這い上がり、父の会社を再生させた。会社経

営の苦労や達成感など貴重な経験を聞かせてもらい感動した。 

 北嶋 晶：普段食べているせんべいと違い、和紙を使った包装や手焼きなら

ではの香り、味わいで他にはないブランド感が伝わる。顧客の心

をいかにしてつかむかが商品開発への一歩であることを学んだ。 

 



領域名【 地域一体型農業コミュニティ形成 領域】 

秋田米新品種「サキホコレ」食味官能調査  

                  担当者 生物資源科 教諭 髙橋寿徳 

 

１ 実施目的 

  生誕３６年を迎えた「あきたこまち」とともに、今後「秋田米の顔」にな

りうる極良食味の水稲新品種「サキホコレ」の食味官能調査を行うことによ

り、秋田県産ブランド米に興味関心を持たせ、米の消費拡大を図るとともに、

秋田県農業の活性化の一助とする。 

 

２ 主催・講師等       

  秋田県農業試験場              場 長 金   和  裕 

  秋田県農業試験場    作物部作物栽培担当 研究員 吉川 進太郞 

  秋田県農業試験場    企画経営室企画班  副主幹 石 田 頼 子 

 

３ 実施内容  

（１）実施期日  令和２年１２月１０日（木） １０：３０～１４：００ 

（２）対象学科  生物資源科２，３年 作物専攻生１６名 

（３）開催場所  秋田県農業試験場 

  

４ 研修の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「食味官能検査様子」 （２）「食味官能検査室の視察の様子」 

 

５ 参加生徒の感想 

 ３Ｂ 市川育史：外観を見ては白く艶があり、食べては甘み粘りを感じた方

が結果的に新品種のサキホコレでした。 

 ２Ｂ 平 理乃：①と②のご飯を食べ比べて、②の方がおいしく感じた。結

果的に②が新品種のサキホコレでした。食味検査をやって

みてもう何種類か比べてみたいと思いました。米は米でも

品種によって外観や香り、味や堅さなどが大きく異なると

いうことを学ぶことができました。  



領域名【 地域一体型農業コミュニティ領域 】 

金足農業高校-五城目高校-地元企業連携事業 

 

担当者 教諭（農場長） 宮腰   明 

生物資源科     高橋 寿徳 

 

１ 実施目的 

  五城目高校で地域企業と共に商品開発した「にんにく醤油煎餅」に、金足

農業高校で栽培し、ブランド化した「金農米」を使用して商品化することに

より、普通高校と専門高校、そして企業との連携を通じて企業や生徒間の交

流を深めることで地域活性化を図り、地域に根ざした教育活動を展開する。

また、商品開発したラベルの検討も行う。 

 

２ 主催・講師等 

金足農業高等学校 生物資源科７名、五城目高等学校 家庭クラブ８名 

  ＪＡ全農秋田 米穀部パールライス課 畠山 恵介 

  株式会社かねひろ デザイナー 畠山 博彰 

イトマン元気村  伊藤 萬治郎 

 

３ 実施内容 

（１）実施期間 令和３年２月１０日（水）１２：００～１６：００ 

（２）対象学科 生物資源科１年７名 

（３）開催場所 秋田県立五城目高校（会議室） 

 

４ 研修の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ラベル検討会議の様子   （２）ラベル配置案の様子 

５ 参加生徒の感想 

１B 薄田 詩織：五城目高校との学校間連携の中で、地元秋田の企業の活性化

に尽力できることは、とても良い経験になっている。 

ＪＡ全農秋田や株式会社かねひろさんなど、色んな方から応

援されているので、この事業を是非成功させて地域に根ざす学

校になっていきたい。 



 

 



No. 実施時期 受入先ならびに外部連携事業所等 モデル
領域

対象学科
（教科・科目）

対象生徒

1 11月13日 「GAP研修」
大潟村役場　農業アドバイザー　松橋　秀男　氏

A
生物資源科

（農業）
1B35名

2B・3B年希望者13名

2 12月11日 「グローバル農業講演会」
秋田県立大学生物環境科学科教授　長濱健一郎　氏

A
生物資源科

（農業）

1B～3B
大学進学・進学
希望者  50名

3 10月12日 「アオコの研究（馬踏川流域視察）」
生活環境部環境管理課八郎湖環境対策室　佐藤哲氏

B
環境土木科

（農業）
2Ｅ8名

4 11月19日
「アシストスーツを活用した農業軽量化に関する講義・実演」

秋田県立大学フィールド教育センター長　教授　西村洋
アグビジネスリ学科准教授　山本聡史　氏

B
造園緑地科

（農業）
2Ｌ7名（課題研究）

5 12月17日 「ドローン農作散布技術講習」
株式会社　田沢モータース　代表取締役社長　吉田雄吾　氏

B
生物資源科

（農業）
2B・3B作物専攻

16名

6 1月26日
「先進施設視察研修」

秋田県立大学高度木材加工研究所（能代市）
白神山地世界遺産センター（藤里町）

B
造園緑地科

（農業）
2L35名

7 10月19日
「外部視察研修」

国土交通省玉川ダム管理事務所（仙北市）
芝野頭首工（秋田市河辺）

C
環境土木科

（農業）
1年35名全員

8 11月9日
「長期インターンシップ」5日間

伊藤組（秋田市）、伊藤工業（秋田市）
板橋組（男鹿市）、天喜建設（男鹿市）

C
環境土木科

（農業）

2Ｅ4名
（長坂、岸、

小林、佐藤空）

9 11月16日 「樹木医講演会」
日本樹木医会秋田県支部事務局長　吉田豊史　氏

C
造園緑地科

（農業）
1L35名・2L35名

10 11月16日
「長期インターンシップ」5日間

佐々木組（秋田市）、秋田鋪道（秋田市）
加藤建設（男鹿市）、菅与組（潟上市）

C
環境土木科

（農業）

2Ｅ4名
（長坂、岸、

小林、佐藤空）

11 11月17日
「森林・林業体験研修」

秋田県林業研究研修センター
研修普及指導班研修班副主幹　金沢正和　氏　他

C
造園緑地科

（農業）
1Ｌ35名全員

12 11月19日 「長期インターンシップ」5日間
有限会社　まこと農産　代表取締役　佐藤　樹　氏

C
生物資源科

（農業）

2B　伊藤善明、
糸田直也

佐々木駿一郎

13 11月19日
「樹木医診断・研修会」①11/19　②11/26（2回実施）
むつみ造園土木株式会社総務部長　本間廣喜　氏

C
造園緑地科

（農業）
2L8名（課題研究）

14 11月24日
「長期インターンシップ」5日間

むつみ造園土木株式会社　代表取締役　佐々木創太　氏
総務部長　本間廣喜　氏

C
造園緑地科

（農業）
1L　齋藤真菜
2L　戸嶋愛晴

15 12月7日
「長期インターンシップ」５日間

秋田市役所建設部公園課　市長　穂積志　氏
公園課施設担当課長　桜庭竹士　氏

C
造園緑地科

（農業）
2L伊藤早紀

16 12月9日
「外部食品工場見学」

・明通りチーズ工房　代表　中村　厚子　氏
・安藤醸造北浦本店　専務　安藤　雄介　氏

C
食品流通科

（農業）
2F食化コース16名

17 12月9日 「関連産業現場視察研修」
秋田木工株式会社　代表取締役　風巻　穣　氏

C
造園緑地科

（農業）
2L小野花心
2L小林美優

18 12月10日
・リース講習：秋田県森林学習交流館プラザクリプトン

自然観察指導員　山上浪子 氏
・クマ講座：あきた森づくり活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ長　菅原徳蔵　氏

C
造園緑地科

（農業）
2Ｌ9名・3Ｌ9名
（課題研究）

19 12月14日 「長期インターンシップ」5日間
株式会社　寿牧場（秋田市河辺）　代表　高橋　寿　氏

C
生物資源科

（農業）

1B　川尻未空、
瀬下葉奈

田山陽菜、鷲尾　謹

20 12月14日
「パッケージデザインに関わる出前授業」

あきた公立美術大学コミュニケーションデザイン専攻
准教授　孔　鎭烈　氏

C
食品流通科

（農業）
2F流通コース18名

21 12月16日
「外部食品工場見学」

合同会社ダイセン創農　代表　鈴木富士子　氏
秋田県立農業科学館　館長　坂本　寿孝　氏

C
食品流通科

（農業）
2F34名

令和２年度　地域との協働における高等学校教育改革推進事業　実施事業・研修等一覧
領域区分　A:グローバルスタディ　B:第四次産業・農業革命　C:ソーシャルスキルアップ　D:地域一体型農業コミュニティ



22 12月17日 「外部食品工場見学」
小玉醸造株式会社　代表取締役社長　小玉真一郎　氏

C
食品流通科

（農業）
1F35名

23 12月17日 「パースオンラインセミナー」
（株）ユニマットリック　E＆Gアカデミー　佐々木寛子　氏

C
造園緑地科

（農業）
2L35名

24 1月5日 「あきた家畜市場せり視察」
秋田県総合家畜市場

C
生物資源科

（農業）
2・3年　畜産専攻15名

25 1月21日 「エクステリア講習」
（有）創園　スタッフ　平川　実　氏

C
造園緑地科

（農業）
2L35名

26 3月5日 「外部施設視察研修」泉外旭川駅土木工事現場視察
秋田市都市整備部交通政策課交通政策担当　相馬悠美　氏

C
環境土木科

（農業）
2E35名

27 10月26日
「イチジクの栽培視察・研修」

にかほ市大竹地区　大平奈央　氏
 (JA秋田しんせい西部営農センター)

D
生物資源科

（農業）
3B7名（果樹専攻生）

1B　9名

28 11月10日 「大潟中学校との地域連携事業」
大潟村立大潟中学校　校長　安田和人　氏

D
造園緑地科

（農業）
3L7名（課題研究）

29 11月19日 「梨のコンポート（商品開発関連）」
め・へさけ　代表　スイーツコンシェルジュ　小林華奈子　氏

D
生活科学科

（家庭）
1H5名・2H4名

30 11月30日 「地域ブランディング講演会」
秋田大学教育文化学部地域文化学科准教授　益満　環　氏

D
造園緑地科

全学科
（農業）

・2Ｌ　35名全員
・各科商品開発
に関心者14名

31 12月4日 「綿活用講習」
あきたべきぶ　石川真由美　氏

D
生活科学科

（家庭）
H・他希望者　計７名

32 12月7日 「食品販売戦略講演会」
有限会社　鼎家　代表取締役社長　米田賢吾　氏

D
食品流通科

（農業）
1F35名

33 12月7日 大島幸子きもの学院　着付け教室　大島きもの学院
　代表　大島幸子　氏　他4名

D
生活科学科

（家庭）
生活科学科16名

34 12月10日 「巻き寿司講習会」
加藤澄子（郷土料理研究家）氏

D
生活科学科

（家庭）
3H34名

35 12月10日 「秋田県水稲新品種サキホコレ食味官能調査」
秋田県農業試験場　場長　金　和裕　氏　他

D
生物資源科

（農業）
2B9名、3B7名
作物専攻生

36 12月14日 「しめ縄講習会」
フラワーデザイングリーンピース代表取締役　金森弘至 氏他２名

D
造園緑地科

（農業）
2Ｌ9名・3Ｌ9名
（課題研究）

37 12月17日
「着付け教室・講習」

大島幸子きもの学院　着付け教室大島きもの学院
代表　大島幸子　氏　他3名

D
生活科学科

（家庭）
3H文化コース15名

38 2月9日 「企業見学（梨のコンポート商品化関連）」
株式会社ローズメイ　代表取締役　原田　青　氏

D
生活科学科

（家庭）
1H5名・2H4名

39 2月10日
「五城目高校との地域連携事業」高校間連携による商品開発
・五城目高校家庭クラブ　・JA全農秋田米穀部パールライス課

・株式会社かねひろ　・イトマン元気村
D

生物資源科
（農業）

1B7名



 

 

第４章 課題研究の取組 

１ 令和２年度課題研究実施内容一覧 

   生物資源科、環境土木科、食品流通科、造園緑地科、生活科学科の全学科  

  ともに、科目「課題研究」は２年次２単位、３年次２単位の計４単位となっ                     

    ている。本事業にて実施した各事業・研修をベースとし、各学科の学びを生 

  かした研究として課題研究が実施されている。これらの研究活動は、令和２

年度の本事業成果研究発表会にて発表するとともに、令和３年度秋田県学

校農業クラブ連盟各種発表会において発表する予定である（各学科１発表）。 
No 学科 学年 課題研究開発名（タイトル） 指導者 
１ 生物資源科 ３ 鶏糞における悪臭防止策について 近江広和 

２ 生物資源科 ３ イチジク園の再生 宇佐美悟 

３ 生物資源科 ３ プール育苗は鳥害を防げるか 髙橋寿徳 

４ 生物資源科 ３ トマトの水耕栽培に関する研究 佐々木均 

５ 生物資源科 ３ ﾌﾟﾚｸﾄﾗﾝｻｽ・ﾓﾅﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの挿し木栽培と器官培養の比較 平沢隆志 

６ 生物資源科 ２ 鶏の給餌方法の改善について 近江広和 

７ 生物資源科 ２ 休耕地の利用 宇佐美悟 

８ 生物資源科 ２ 綿花栽培について～直播栽培とﾎﾟｯﾄ・ﾏﾙﾁ栽培の比較 平沢隆志 

９ 生物資源科 ２ 露地栽培と六次産業 髙橋寿徳 

10 生物資源科 ２ スイカ栽培の失敗と次年度の課題 佐々木均 

11 環境土木科 ２ ペットボトルハウスの実用性 齋藤竜磨 

12 環境土木科 ２ 泉外旭川駅について 中嶋将信 

13 環境土木科 ２ 段ボール橋についての研究 冨田和樹 

14 環境土木科 ２ アオコバスターズ～アオコの研究～ 鈴木涼汰 

15 食品流通科 ３ 仁井田大根の研究 山崎隆之 

16 食品流通科 ３ メンマの研究 山崎隆之 

17 食品流通科 ３ コオロギ～世界の食糧危機に立ち向かうためには～ 山崎隆之 

18 食品流通科 ３ 甘酒スイーツ・金農産スイーツの開発 山崎隆之 

19 食品流通科 3・2 米糠の可能性に関する研究 山崎・田口 

20 食品流通科 ３ ｱﾚﾙｷﾞｰ対応ｽｲｰﾂ・ｱﾚﾙｷﾞｰ対策ﾚｼﾋﾟの開発 大石一博 

21 食品流通科 ３ 野菜パンケーキの研究 大石一博 

22 食品流通科 ３ トマト大福についての研究 大石・古戸 

23 造園緑地科 ３ 小泉潟公園の利用実態に関するｱﾝｹｰﾄ調査 照内之尋 

24 造園緑地科 ３ 全国造園デザインコンクールへの出展 小野聡悦 

25 造園緑地科 ３ 地域貢献剪定事業について 宮腰 明 

26 造園緑地科 3・2 金農アレンジメント～SDGS実現を目指して～ 和泉有紗 

27 造園緑地科 ２ 秋田県立大学と連携したﾊﾟﾜｰｱｼｽﾄｽｰﾂの開発に関わる研究 照内之尋 

28 造園緑地科 ２ ミニ盆栽に関する研究 宮腰 明 

29 造園緑地科 ２ 校地内サクラの樹勢回復に関する研究 小野聡悦 

30 造園緑地科 ２ ３級造園技能士の取得を目指して 秋本元輝 

31 生活科学科 ３ 繋ぐ～秋田で発展させる綿文化～ 斉藤瑞穂 

32 生活科学科 ３ 野菜たっぷり秋田みそドリア 斉藤瑞穂 

33 生活科学科 ３ ぎゅぎゅっと秋田の大人様ランチ 川村桃子 

34 生活科学科 ３ 着付けｸﾗﾌﾞ Dressed in Japanese  Culture 猿田美樹 

35 生活科学科 ３ チーム福祉～農福連携への取組～ H科全職員 

36 生活科学科 ３ あつまれ文化の森～３冠王の軌跡～ H科全職員 

※課題研究の収録番号（Ｎｏ７、Ｎｏ１４，Ｎｏ１９，Ｎｏ２９，Ｎｏ３１） 



 生物資源科２年 果樹専攻7名 

 

１ 課題（研究の目的と研究計画） 

〈目的〉果樹園には４０aの休耕地が有り、年に 4回ほどトラクタで管理している。労力と時間が非常に

無駄である。 

①小麦（パン用・ハルイブキ）栽培に取り組んだ。生育はしたものの、収量が少なく、製粉に課題が残

った。次年の栽培を断念した。 

②キウイフルーツの栽培に挑戦した。病害虫に強く、防鳥ネットが不要である。しかし、大雪に耐えら

れる丈夫な棚が必要だった。棚づくりと植栽を並行して展開した取り組みの紹介である。 

 

２ 研究方法 

①小麦の栽培                   

 2013年に播種、2014年に収穫、製粉、パン作り。 

②キウイフルーツの栽培 

2016年 ・棚の組み立てと、植栽。 

2020年 ・土壌改良試験。棚の組み立て完成。 

     ・雄花を採取して人工受粉の準備をしたが、 

最後に開花した花が雄花だったので今年 

の収穫は見込めなくなった。 

     〈アップルキウイの栄養繁殖試験〉 

     目的：渡辺観葉園のアドバイスで 

「1本で実がなるのではないか？」をヒントに試験した。 

    ・挿し木試験 4本：4本枯死 

    ・接ぎ木試験 6本、5本枯死、1本検定中 

2020年 秋、土壌改良したすべての苗木が旺盛に生育した。来年に備えて根元に堆肥を入れた。 

    

３ 研究内容とその分析 

①小麦の栽培 

小麦は湿地に弱く、本校の砂地に適するか。試験栽培を行った。栽培と収穫はできたが、パンを製品

化するには課題が多い。特に製粉に課題が残った。次年の栽培を断念した。 

②キウイフルーツの栽培 

4 年かけて丈夫な棚は完成した。雄木の方が樹勢がよく、砂地の土壌では雌木の生育不良の原因とな

った。 

新梢が枯れる状況から土壌の保水性に問題があるのではないかと考えた。 

改善策として、土壌改良（堆肥と入れ替え）を実施した。これまで新梢が夏期に突然枯れてしまい、

成長が思わしくなかったが、土壌改良の結果すべての苗木が旺盛に生長した。また、雌木には樹体内

に養分が貯えられ、春の開花に期待ができる。 

 

４ まとめと考察 

農業従事者の高齢化と農家数の減少に伴う耕作放棄地の増加が数年来の問題である。 

並行して育苗ハウスの荒れ果てた光景も目にする。キウイ栽培は防鳥ネットが不要で、高齢者でも軌道

に乗ると簡単に栽培ができる。また、キウイは寒さに強く、保存性に優れ出荷調整が可能ではないかと

思っている。まだ、生産段階までは進んでいないが、この地域の特産品になればいいと思っている。 

 雄性品種が不要な個体が繁殖できれば、収穫率の向上につながると思う。 

 

 

 休耕地の再生に関する研究 

 



 環境土木科２年 水質研究班８名 

 

１ 課題（研究の目的と研究計画） 

 かつて日本第2の湖、八郎潟が日本の土木技術の粋を集め巨費を投じて行われた干拓事業の結果、その

内側に巨大な農地と共に生まれた八郎湖。大規模農業を中心に豊かな農地と豊かな自然環境を育む反面、

八郎湖の水質は富栄養化が進行しその象徴ともなるアオコが発生している。今年度から本課題の研究を始

め、八郎湖でアオコが発生する原因を追求し次年度以降のアオコ問題の解決策の糸口になればと考え情報

収集を中心に活動を行った。 

 

２ 研究方法 

(１) 水質調査(COD値の測定) ５月～９月 

(２)出前講座・秋田県生活環境部環境管理課八郎湖環境対策室 １０月１２日 

 

３ 研究内容とその分析 

(１)八郎湖調整池の水を採取し、水質調査キットを用いて COD(化学的酸素要求量)値を計測した。気温が

上がる夏にかけて、COD 値は高くなっていった。原因として水温が上がり、日射量も増えることによ

ってアオコが増殖しやすい環境となったこと。それによって光合成が活発になり、増殖したと考える。 

(２)「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」を利用して秋田県生活環境部環境管理課八郎湖環

境対策室の佐藤様を本校に招き、八郎湖の水質の現状や水質保全施策、アオコ対策事業の説明を受け

た。八郎湖の富栄養化の原因になっている 現在八郎湖へ流入する負荷のうち、農地からの負荷割合が

高いことからこの削減を目指し、水田における代かきから田植え期にかけての濁水流出を防止するた

め、落水管理や無代かき栽培、無落水移植栽培の普及を図っていることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ まとめと考察 

年度によってばらつきがあるが、水質改善施策やアオコ対策事業を一因として、平成２５年以降八郎湖

においてアオコの異常発生に至っていない。アオコレベル４以上が確認された回数は平成２０年の異常発

生時から比べると減少傾向にある。去年は気温が高く推移したが、降水量は８月中旬～下旬以外を除くと

例年より多くアオコが発生しやすい環境ではあったが、アオコレベル４以上は未だ観測されておらず、異

常発生には至っていない。しかし、アオコ発生の可能性はまだあることも事実である。１年間研究を行い、

自分たちが立ち向かおうとしている課題の難しさがわかった。しかし、諦めず次年度以降も八郎湖の美し

い景観と周囲の人々の住みやすい地域づくりを取り戻すために研究を続けていく。 

 

 

 

八郎湖のアオコに関する研究 

～ アオコバスターズ ～ 



 食品流通科２年食化コース 米ぬかパン研究班５名 

 

１ 課題（研究の目的と研究計画） 

 秋田県は日本有数の米所のため、精米の際に排出される米ぬかの量も多い。無人精米機には、「米ぬか、

ご自由にお持ち帰りください」の張り紙があっても実際に持ち帰る人は少ない。つまり、米ぬかは余って

いる。余っている米ぬかを有効活用したいと思ったのが研究の始まりである。米ぬかは石けんや化粧水、

肥料などに利用されている。食品への利用はというと、ぬか床くらいしか思い浮かばない。私たちは食品

流通科であるため、米ぬかを食品に活用しようと考えた。そこで、米ぬかについて調べたところ、米ぬか

には多くの栄養素が含まれていることがわかった。やはり、米ぬかを食品に活用しようということになっ

た。しかし、米ぬかはそのままでは非常に食べづらいので、何かに混ぜ込むことが必要ではないかと考え

た。そこで、小麦粉に混ぜてパンにしようということになり、誰にでも受け入れられる米ぬかパンを製造

し、ゆくゆくは商品化していこうという計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 研究方法 

 （１）米ぬかの苦味を取り除く 

（２）パン生地への米ぬかの配合量を決める 

（３）商品化を進める 

 

３ 研究内容とその分析 

 （１）米ぬかの強い苦味を取り除く方法は煎ること。煎ることによって 

香ばしさが出て、苦味が減り甘味を感じるようになる。１分から 

８分に分けて煎った結果、煎り時間は４分に決定。 

 （２）米ぬかが多いと生地がまとまりにくく、少ないと米ぬかを感じら 

られない。配合量を変えて実験を行った結果、配合量は１２.５％に決定。 

 （３）米ぬかを配合したパンは、内部に焼きムラが生じることがわかった。焼き上がり直前に生地をひ

っくり返すことによって解決。 

 

４ まとめと考察 

 米ぬかの苦味は煎ることによって解決し、４分間煎ることで香ばしさや甘味を加えることができた。米

ぬかの配合量は１２.５％することによって、生地がまとまめやすく、米ぬかの風味も感じるパンができる

ことがわかった。 

 一番の課題は、安定した品質の米ぬかパンを製造することである。米ぬかの量と煎り時間の関係、パン

生地への配合量について、今後さらに実験を重ね検証していきたい。 

 貴重な国産資源であり、大きな可能性を秘めた米ぬかの食品への活用方法を確立させたいと考えている。

最終的な目標は、米ぬかパンを商品化し本校の名物にすることである。米ぬかは栄養豊富で貴重な天然資

源だということをＰＲしながら、米ぬかパンを通じて、農家と消費者をつなぐ役割も果たしていければと

思う。 

米ぬかパンに関する研究 

 

米 ・ 精 白 米 ・ 米 ぬ か の 栄 養 成 分 比 較 （ １ ０ ０ ℊあ た

り ）
 

＝健康にいいことが詰まっている！ 



 造園緑地科科２年 課題研究班８名 

 

１ 課題（研究の目的と研究計画） 

 本校の通用門からラグビー場・陸上競技場へとつながる、ソメイヨシノを主とする桜並木は、昭和の時

代から毎年春になると、生徒達の登下校風景を彩ってきたと同時に、学校のすぐ横を通る「国道 7号線」

や「男鹿線」「奥羽本線」の電車からもよく見え、金足地域の春の景観の一つとなっている。しかし近年、

このサクラの樹勢が弱まり、危機を迎えている。この危機を本校だけの問題では無いと考え、金足地域の

春の景観を保全していこうと、サクラの樹勢回復の研究を始めた。樹勢回復には５～１０年を要するため、

初年度に当たる今回は、サクラの病害虫等について知識を深め、現状を知るための調査を行った。今後数

年かけて樹勢の回復を図っていく計画である。 

 

２ 研究方法 

①サクラの病害虫を知る    ・樹木医による講習 

②サクラの現状を知る     ・対象となる樹木の寸法計測  

               ・病害虫による被害状況の把握  

               ・土壌調査 

③樹勢回復作業を継続して行う ・テングス病の切除  

               ・土壌消毒  

               ・土壌改良 

３ 研究内容とその分析 

 景観を保全するに当たり、サクラの樹勢衰弱の原因を探るため、樹木医による講習を受講  写真１・２ 。

現状把握のための調査として、研究対象とするサクラ５７本の規格を計測、樹勢衰弱の原因の一つである

テングス病被害の有無を確認し、表にまとめた  表１・２ 。本校のサクラの衰弱原因を「テングス病の拡

大」によるところが大きいと分析し、テングス病被害枝のマーキング、切除、処分と、切り口への殺菌剤

塗布作業を行った。 

 

４ まとめと考察 

 今年度の活動は計画の 1年目ということで、現状を知るための調査が主となった。見た目にも分かりや

すい「テングス病」を確認し、切除作業を進めたが、次年度からは土壌や害虫の調査も行い、更に樹勢回

復を進めていきたい。樹勢回復は１～２年で成果が出るものではないため、今後も研究を継続するととも

に、８年後に控える本校創立１００周年目の記念すべき年に文字通り「花」を添えられる様、可美しき郷

金足の景観維持に力を入れていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金足地域 春の景観保全 

～ 校地内サクラの樹勢回復に関する研究 ～ 

写真１ 

写真２ 

表１ 

表２ 



 生活科学科２年 こっとんくらぶ１１名 

 

１ 課題（研究の目的と研究計画） 

「衣食住」の先頭にある「衣」について、私たちは何を知っているでしょうか。「衣」の原点を知りたい

という想いから、先輩たちはワタの種をまき、綿花栽培に取り組み、収穫した綿花の活用方法を探ってき

ました。その想いを受け継ぎ、秋田で綿花栽培することを通して、農地再生・環境保全に繋げたいと考え

ています。また、生活福祉コースで福祉を学ぶ中で、ワタで農業と福祉が win-winな関係が持てる「農福

連携」が実現できないかと考えます。さらに、ワタに触れた肌触りの優しさから、「衣」が大切な資源であ

ることを広く知ってもらう活動や、ワタの活用で社会貢献につながる活動を探求し、ワタを通して秋田と

世界を繋げることを目的としています。 

 

２ 研究方法 

はじめに、秋田での綿花栽培の歴史について、秋田県立博物館で話を伺いました。次に、県内で栽培を

している「あきたべきぶ」の石川さんや、秋田県立大学で綿花栽培方法を研究している本校卒業生からア

ドバイスをいただき、生物資源科の先生の指導を受けながら、秋田で綿花を育てるにはどういった方法が

適しているかを検証しました。また、収穫したワタと他の繊維との肌触りの違いを比較し、ワタの持つ特

性を生かした活用方法を探り、オーガニックコットンを使った布ナプキンの制作に取り組みました。さら

に、資源である「衣」の生産と消費の現状を知り、私たちにできることを探すことにしました。 

 

３ 研究内容とその分析 

 綿花栽培は、アドバイスをもとに、期待以上の収量となりそうです。これから綿繰り作業により、計測

を進めます。 

 ポリエステル、絹、栽培した綿花が原料であるワタの肌触りを比較してもらう調査では、ワタに温かさ

を感じる人が多いという結果になりました。この温かさを活用した製品として布ナプキンがあります。布

ナプキンの手作り講座があると知り、JICA東北主催のイベントに参加しました。そこでウガンダの女性が

生理用品が買えないために外出もままならない事実に衝撃を受け、一枚でも多く布ナプキンを届けたいと

制作に取り組み、約50枚を届けました。さらに、ウガンダの女性たちへ送るための送料を全校生徒へ呼び

かけ、33,968円集めることができました。また、私たちは低価格で手に入るファストファッション化して

いる「衣」について考え、大切な資源の無駄使いに気づきました。そこで、ユニクロの「服のチカラプロ

ジェクト」に参加し、難民の子どもたちへ自分たちが着なくなった死蔵衣類を届けました。 

  

 

４ まとめと考察 

 昔は秋田の気候は綿花栽培には不向きで、自給率はほぼ０％でした。今は温暖化により、栽培は可能だ

といえます。防虫対策や雨風対策、雪国だからこそ難しい収穫のタイミングが重要だと解りました。今後

は、オーガニックコットンの栽培に挑戦し、秋田の農地再生と環境保全に寄与したいと考えています。 

ワタにふれ、「衣」を考えることを通して、世界と繋がることができました。ワタの温かさは、人の心

を温かくしてくれます。ワタを通じた交流で、農福連携、社会貢献を進めることが、生活科学科で農業と

福祉を学ぶ私たちだからできることです。農福連携で、みんなが元気に過ごせる社会を目指します。 

届け 

～ ワタで繋がる秋田と世界 ～ 
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第５章 カリキュラム・マネジメント 
 

１ 探究的な学びを実現する学習内容の教育課程内における位置付け 

（１）教科「農業」・「家庭」 

（２）科目「農業と環境」「総合実習」「農業情報処理」「家庭総合」「課題研究」 

「作物」「畜産」「草花」「食品製造」「測量」「造園技術」 

 

２ 各科目における学習を相互に関連させ教科等横断的な学習とする取組について 

１年次農業科目「農業と環境」「総合実習」を中心に、各学科の専門科目を

通じてプロジェクト学習法ならびに、ＰＤＣＡ評価サイクルの手法について基

礎的な学習を行い、２年次には、科目「課題研究」、家庭科目「家庭総合」等

において各学科や地域の課題等を題材として探究的な学びにつなげ、継続的な

プロジェクト学習を実施している。また、課題解決に向けた資質・能力の向上、

プレゼン能力の向上のため、「農業情報処理」を通じてデータ等の分析を行い、

成果研究発表会にてまとめと成果を発表した。次年度は、学校設定科目「地域

創生論（２単位）」を教科横断的学習の推進科目として位置づけ、全学科を対

象に開講する。その中で得られた地域課題について、各学科の専門科目の学習

に連動させ、地域を題材とした探求的・課題解決的な活動へ展開できるよう、

指導体制の構築を進める。 

 

３ カリキュラム開発に対するコンソーシアムにおける取組について 

   今年度の目標が「地域理解」であることを踏まえ、研究開発を推進した。コ

ンソーシアムに属する機関がそれぞれの専門性を生かしながら、生徒に対して

課題研究等を進める際のフィールドワークの場を提供し、活動の支援を行った。

具体的な実施機関・団体組織として、市町村や大学等の高等教育機関はもとよ

り、農業試験場等の各専門機関や、関連産業、農家・農業法人等と協働しなが

ら事業を展開した。コンソーシアムと協働し、学科間を横断したプロジェクト

学習を展開するためのカリキュラム開発に関わる検討を今後も継続する。 

 

４ 学校全体の研究開発体制について 

（１）研究開発推進委員会の設置 

    学校長を統括とし、教頭２名を統括補佐ならびに渉外、事務長を経理統括、

農場長、全５学科主任、教務主任、進路指導主任、農業クラブ顧問を含む 20

名で構成される委員会（研究開発担当とカリキュラム開発担当に分類）を立

ち上げ、校内経営企画会議、職員会議、農業部会等の諸会議において研究開

発が円滑に推進されるよう組織体制を構築した。 

 

 



（２）研究開発推進委員会開催日時と協議内容 

日時 曜日 協議内容 

10 月 16 日 金 本事業の概要ならびに内容説明、カリキュラム開発等専門家の紹介 

11 月 30 日 月 高校魅力化評価ｼｽﾃﾑによる本校生徒の強みと弱みの分析、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 

2 月 9 日 火 ルーブリック、金農総幸福量ＧＫＨ等の評価・分析、実施事業報告 

3 月 15 日 月 年間のまとめ、研究成果ならびに次年度の課題の把握、次年度計画 

 

５ 令和３年度学校設定科目「地域創生論」について 

（１）設置科目の名称 ：地域創生論 

（２）教科名      ：農業  

（３）設置する理由    

①時代に対応すべく、地域に開かれた教育課程を実践するため。 

      ②地域産業を支える高度な職業人や地域に定住する人材を育成するため。 

（４）設置科目の目標 ：地域の実態を理解するとともに、地域課題は何か、課題 

解決のための政策はどのようなものかを的確に理解する。 

（５）設置科目の内容 

大学教授等、行政又は企業等の実務経験者、農業実践者（関連産業）等を

外部講師として招聘し、地域の実情や課題、将来の地域の展望等について講

義を実施し、生徒一人一人の地域課題認識を明確にすることを目的とする。

授業は、オムニバス授業形式とし、授業講義への理解を深める。最終の授業

形式は、外部講師、教員、そして受講生徒によるシンポジウムを実施し理解

を深める。なお本講座は地域への公開講座として位置付ける。 

（６）実施学科名     ：生物資源科・環境土木科・食品流通科・造園緑地科     

                       生活科学科（全５学科） 

（７）実施学年    ：２年 選択科目Ａ群 受講予定者３１名 

（８）単位数     ：２単位（実施予定時数７０時間） 

 

６ 教育課程委員会の開催について 

  学校設定科目「地域創生論」の設置・開講にあたり、教育課程委員会での協議、

審議を経て、令和３年４月より実施される運びとなっている。２名による授業担

当者（ＴＴでの指導）により、よりきめ細かい指導が期待できる。 

日時 曜日 協議内容 

６月１日 月 学校設定科目「地域創生論」趣旨説明 

６月３日 水 学校設定科目「地域創生論」担当教科、実施学科学年等の全体協議 

６月５日 金 学校設定科目「地域創生論」年間計画案と評価基準について 

３月 18 日 木 学校設定科目「地域創生論」次年度の時間割編成について 

 



 

第６章 研究成果の検証・評価 
 

１ 目標設定シートによる進捗状況 

目標設定で設定した当初の目標数値と現在の進歩状況は以下の通りである。地域  

人材の育成に関わる活動指標は、概ね目標設定値を上回ったが、一部について、特  

目標値を下回る数値となっている。次年度、目標値を達成できるよう事業計画を立 

案し、計画的に実施する。 

成果目標設定項目 Ｒ２目標値 Ｒ２実績値 増減 

現状を分析し課題を発見して、解決に向け意欲的に取り組む 65％ 72％ ＋７% 

自分の暮らす地域を外からの視点で考える機会が増えた 60％ 63％ ＋３% 

就職希望者の中で県内就職を希望し、就職した生徒の割合 85％ 91％ ＋６% 

進学希望者の中で県内の関連学部・学科等に進学した割合 12％ 22％ ＋10% 

地域協働を活用して研修等に参加した生徒の割合 70％ 74％ ＋４% 

長期インターンシップに参加した生徒数 ８名 18名 ＋10 名 

外部から講師を招聘し、講演や講義を実施した回数 20回 20回 ０ 

地域住民など身近に全力で応援してくれる大人がいる 80％ 93％ ＋13% 

地域の新たな魅力を発見し、地域に定住したいと思う割合 80％ 66％ －14% 

将来自分の住んでいる地域のために役立ちたいと思う割合 80％ 68％ －12% 

 

２ 高校魅力化評価システムによる評価（１年生 172名対象） 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングが開発した外部評価であり、アンケート

結果により生徒の資質・能力を「見える化」するものである。５つの観点（①生徒

の学習状況、②地域の学習状況、③生徒の能力認識、④生徒の行動実績、⑤生徒の

満足度）を４つの資質・能力（①主体性、②協働性、③探究性、④社会性）で構成

している。この評価により、本校生徒の強みと伸びしろ、そして弱みが明確となっ

ている。具体的には、本校生徒の弱みとして、地域貢献や社会参画意識が低いこと、

主体性・探究性・社会に関する自己認識が低いことが挙げられる。一方、入学後の

学びや学校生活を含め、今の生活に対する満足度が高く、地域から愛されている雰

囲気を感じている生徒の割合が高い。今後これらについての分析を詳細に行うこと

で次年度の教育目標に反映させるなどし、組織的なカリキュラム改善につなげる。 

①生徒の自己認識 

質問項目 本校（％） 他地域との差 

地域の担い手として積極的に政策決定に関わりたい 33.9 -9.9 

私が関わることで社会状況が変えられるかもしれない 31.6 -15.2 

地域の課題と世界の課題は関連していると思う 57.5 -10.6 

②生徒の行動変容 

質問項目 本校（％） 他地域との差 

授業で興味・関心事について自主的に調査した 36.8 -18.4 

なぜそうなるのかと疑問を持って考え、調べた 48.9 -13.7 

いま住んでいる地域の行事に参加した 20.7 -15.6 

地域社会でボランティア活動に参加した 19.5 -15.1 



③学習環境 

質問項目 本（％） 他地域との差 

地域から大切にされている雰囲気を感じる 86.8 ＋8.7 

学習を通じて興味関心が増えている 84.5 ＋8.4 

④総合的な満足度 

質問項目 本（％） 他地域との差 

今の生活に満足している 78.7 ＋15.6 

この学校に入学して良かった 94.8 ＋11 

 

３ 金農 Value Rubric（ルーブリック）による評価とその分析 

  本事業にて身に付けさせたい８つの資質・能力（①改革する力、②思考力、③  

人間関係構築力④実践力、⑤創造力・将来設計力、⑥先見力、⑦マネジメント力、 

⑧多文化協働力）について、評価基準（表６－１）を定め、ルーブリックによる自  

己評価を実施した。評価の尺度として、Ｓ（Capstone）５点、Ａ（Milestone）４点、 

Ｂ（Milestone３点、Ｃ（Benchmark）２点、Ｄ（Unachieved）１点とし、全体の合計 

値（最大 40 点満点）と各資質・能力の合計平均値の２種類を算出した（表６－２）。 

  全８項目を全てＢ（良）とした場合の合計値 24 点を平均と仮定した。全学科平

均が 25 点であるため、概ね自己評価は良好といえる。また、各資質・能力で見れ

ば、③人間関係構築力が 3.8 と高く、人間関係を構築する（コミュニケーション能

力）のは得意との認識である一方で、①改革する力が 2.9、④実践力が 3.0、⑧多文

化協働力が 2.9 と低く、自ら進んで問題解決に挑む姿勢や態度が低く、地域文化へ

の理解や参画意識が低い認識であることが見取れる結果となった。 

 

表６－２① 金農 Value Rubric による合計値（全学科１年生・171 名） 

生物資源科 環境土木科 食品流通科 造園緑地科 生活科学科 全学科平均 

25.6 24.9 26.1 22.2 27.1 25.0 

 

表６－２② 金農 Value Rubric による各資質・能力の平均値（全学科１年生・171 名） 

資質・能力 生物資源科 環境土木科 食品流通科 造園緑地科 生活科学科 平均 

①改革する力 3.0 3.3 3.1 2.5 2.5 2.9 

②思考力 3.4 3.3 3.4 3.0 3.2 3.3 

③人間関係構築 4.0 3.7 3.7 3.5 3.9 3.8 

④実践力 3.0 3.3 3.2 2.6 2.9 3.0 

⑤創造,将来設計 3.3 3.5 3.0 2.5 3.0 3.1 

⑥先見力 3.3 3.5 3.4 2.9 3.0 3.2 

⑦マネジメント 3.2 3.4 3.3 2.8 3.3 3.2 

⑧多文化協働力 3.3 3.0 3.0 2.4 3.0 2.9 

学科平均/全学科 3.3 3.4 3.3 2.8 3.1 3.2 

 

 

 



４ 金農総幸福量ＧＫＨ （Ｇross Ｋanano Ｈappiness）指標開発に向けて 

ブータン政府が国づくりの柱、哲学として進めている指数として、「GNH（Gross 

National Happiness＝国民総幸福）」がある。この指数の最大の特徴は、「指数の

策定は、人間社会の機能的な側面と、人の経験の感情に関する側面の両方を等しく

重視すべきである」として、「心理的な幸福」（幸福感）という人の主観を設けて

いる点にある。この GNH に対しては、世界各国だけでなく OECD（経済協力開発機

構）、国連も GDP（国内総生産）に代わる新しい幸福のパラダイムとして注目され

ている指標である。ブータンの GNH をモデルに、日本でも各地で「幸福度指数」の

研究が進められている。東京都荒川区が取り組んでいる「荒川区民総幸福度（GAH）」

は、先駆的な取り組みとして注目されている。また、県レベルの取り組みで最も注

目されるのは熊本県の「県民総幸福量（AKH）」である。主観を数値化するととも

に、幸福に関する質問項目に「笑い」を取り入れている点も非常にユニークである。

以上を踏まえ、本事業における生徒の変容を計るオリジナルの指標を考案し、主と

して心の豊かさや幸福感の尺度を測定する取組として、「金農総幸福量 GKH（Gross 

Kanano Happiness）」を取り入れ、様々な角度からその指標を評価していくことに

した。本指標は、「心理的な幸福」「自然環境」「健康・福祉・生活」「教育」「地

域・産業・文化」「時間の使い方」「コミュニティの活力」「良い統治」「安心・

安全」の９分野を、生活上の「生きがいの柱」とし、それぞれの分野から合計 50項

目の関連する質問を構成したもので、回答の尺度は①感じる（思う）５ポイント、

②やや感じる（やや思う）３ポイント、③あまり感じない（あまり思わない）１ポ

イント、④感じない（思わない）０ポイントとし、その合計の平均値を GKHとして

算出した（表６－３）。成績評価の５段階評定と考えれば理解しやすい。本事業１

年目の今年度としては、単なる一つの数字としてのみ捉えられるが、この計測値の

意味を明確にさせるために、次年度は次の点について検証し、取り組む予定である。 

①異なった地区に属する高校や他校種などで調査した GKHを比較する。 

②経年変化を測定することで GKHの増減幅を測定し時間の経過に沿って比較する。 

この 50 項目の質問一つ一つをとっても、アンケート結果としては十分成立する

ものであるが、この GKH指標は、本事業の評価を分析するうえで、何よりも説明責

任の手段にもなることがこの指標を作成する意義を持つと考える。 

 

表６－３ ＧＫＨ指標一覧（１年生 172名・全学科平均 3.6） 

学科 生物資源科 環境土木科 食品流通科 造園緑地科 生活科学科 全学科平均 

Average 3.6 3.9 3.5 3.4 3.5 3.6 

Maximum 4.7 5 5 4.5 4.3  

minimum 2.1 1.5 1.4 2.1 2.5  

ＧＫＨを構成している質問項目のうち、肯定的意見が高かった項目として、「今の

生活における幸福や豊かさを感じているか」について、肯定的意見が 94％であった。

「現在の教育の満足度」については 97％が満足感を示し、「心身共に健康的な生活を

送れているか」については、96％が送れているとの認識であった。また、「他者の幸

せを自分の幸せと感じているか」については、肯定的意見が 96％であり、生活上にお

いて様々な幸福感を得ている割合は高いと思われる。 



評価項目
S（秀）

Capstone５
A（優）

Milestone4
B（良）

Milestone3
C（可）

Benchmark2
D（不可）

Unachieved1
評価

改革する力
Change maker

地域を「変える力」を育む

思考力
Thinking power

『何故？』を考え思考する

人間関係構築力
Relationship

building ａｂｉｌｉｔｙ

他者を理解し、共感する

実践力
Practical ａｂｉｌｉｔｙ

自他の考えに基づき実践する

創造力・将来設計力

Creativity

課題解決の方法を模索する

先見力
Foresight

未来（結果）を考え予測する

マネジメント力
Management

新しい仕組を自ら計画立案す
る

多文化協働力
Multicultural
Collaboration

多文化を理解し協働する

（　　　　　　　　　　）科　（　　　）年　No（　　　）　氏名（　　　　　　　　　　）

金農　Value　Rubric　評価基準（表６－１詳細）

身の回りの問題点
や課題について危
機感を持っており、
自分でできることが
あるならチャレンジ
したいと思っている

日常で疑問や課題
といった「何故」を
感じることができる

他者とのコミュニ
ケーションをとるこ
とができる。

目的や目標を設定
しているが、具体的
な計画がなく、実践
できていない

目的や目標に対し
て適切な計画を立
て実践・評価してい
る。さらに他人の意
見を取り入れなが
ら、周囲を巻き込ん
で行動できる

目的や目標を設定
しており、具体的な
計画を立ててそれ
を実践し、さらに目
標達成度合いを適
切に評価している。

目的や目標を設定
しており、具体的な
計画を立ててそれ
を実践している

目的や目標がなく、
場当たり的な行動
をしている

／４０点

Ｓ:５点　Ａ:４点　Ｂ:３点　Ｃ:２点  Ｄ:１点

現状を変えたいと
いう改革のための
具体的な自分なり
の手段や方法を
持っており、他者に
対し論理的に説明
することができる

現状を変えたいと
いう改革のための
具体的な自分なり
の手段や方法を
持っている

「頑張ったら自分が
変えることができる
のではないか」とい
う自分の可能性（自
己肯定感）を信じて
いる

身の回りの問題点
や課題について危
機感を持っておら
ず、現状のままで
良いと思っている

感じた疑問や課題
の解決方法や手段
について、自分の
意見や手順を論理
的に展開し、さらに
その考えを、他人
に説明することがで
きる。

感じた疑問や課題
に対して、解決する
方法や手段につい
て、自分の意見や
手順を論理的に展
開できる。

感じた疑問や課題
に対して、解決する
方法や手段を考え
ることができる

日常で疑問や課題
といった「何故」を
感じることがない

他者の考えや意見
を尊重するととも
に、自分の言動に
も責任を持ちなが
ら、好ましい人間関
係を構築すること
ができる。

他者とのコミュニ
ケーションをとるこ
とができ、他者の考
えや意見を聞き、
理解し共感を得る
ことができる。

他者とのコミュニ
ケーションをとるこ
とができ、他者の考
えや意見を聞くこと
ができる。

他者とのコミュニ
ケーションをとるこ
とができない

現状の把握と課題
を理解しており、改
善する方法や手段
はないか考えること
ができる

現状の把握ができ
ておらず、与えられ
た課題を正しく理解
できない

物事や行動の結果
について、過去と現
在の因果関係を理
解し、本質を見出し
たうえで、未来の姿
を予測（見通せる）
できる

物事や行動の結果
について、過去の
経験と現在の状況
との因果関係を理
解し、本質を見出し
ている

物事や行動の結果
について、過去の
経験と現在の状況
を踏まえて考えるこ
とができる

物事や行動の結果
を、考える習慣がな
い

現状の把握ができ
ており、与えられた
課題を正しく理解で
きている

物事や行動の結果
を、考える習慣が
身についている

観察した現状から、
問題点や課題を考
えようとすることが
できる

今置かれている現
状や立場を客観的
に観察することがで
きない

異なる文化、価値
観を持っている
人々とコミュニケー
ションをとることに
より、多文化・異文
化理解を図ってい
る

地域の文化のみな
らず、多様な国や
地域などの異なる
文化への興味関心
を持っている

地域の文化や伝統
に興味関心を持っ
ており、自ら進んで
地域の文化的活動
に参加している

地域の文化や伝統
に興味関心がない

今置かれている現
状や立場を客観的
に観察することがで
きる

地域の文化や伝統
に興味関心を持っ
ている

状況を整理し、問
題点や課題点を分
析し、新しい仕組や
方向性について自
ら計画・立案し、他
人に伝えるこいとが
できる

状況を整理し、問
題点や課題を他人
に伝えることができ
る

現状と課題を把握
し、より目的にあっ
た具体的な手段を
踏まえ、将来のあ
るべき姿を創造し、
他者へ提案するこ
とができる

現状の把握と課題
を理解しており、改
善する方法や手段
などより目的に合っ
た具体的な手段を
他者へ提案するこ
とができる



◎　自己評価表

R3.1 R3.7 R4.1 R4.7 R4.11 R5.1 計 最高値

1 2.9 2.9 2.9

2 3.3 3.3 3.3

3 3.8 3.8 3.8

4 3 3 3

5 3.1 3.1 3.1

6 3.2 3.2 3.2

7 3.2 3.2 3.2

8 2.9 2.9 2.9

改　革　力

◎　これまでの履歴

金農ValueRublic評価のまとめ（表６－２グラフ化）

１年　全学科Average

身に付けさせたい力 ３年間の変容

思　考　力
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心理的

な幸福

自然環境

健康・福祉・
生活

教育

地域・産業

・文化

時間の

使い方

コミュニティ
の活力

良い統治

安心・安全

金農総幸福量
ＧＫＨ

Ｇｒｏｓｓ
Ｋａｎａｎｏ
Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ

５０の生きがいに関する
質問を４段階評価



１　あなたは、いまの生活に「幸せ」や「豊かさ」を感じていますか

２　一日の大半を「穏やかな気持ち」で過ごせてると感じていますか

３　一日の大半を「思いやりの気持ち」を持って過ごせていると感じていますか

４　友人や家族など、他者の幸せや喜びを、自分の幸せや喜びとして感じていますか

５　お住まいの地域の町並み（景観や緑）は良いと感じますか

６　秋田県のシンボル木、もしくはお住まいの市町村のシンボル木を知っていますか

７　秋田県のシンボル花、もしくはお住まいの市町村のシンボル花を知っていますか

８　あなたは節電やゴミの減量など環境に配慮した生活をしていると感じますか

９　体を動かしたり運動をしたりすることができていると感じていますか

１０　毎日３食を摂るなど、健康的な食生活を送れていると感じていますか

１１　孤立感や孤独感を感じることなく生活ができていると思いますか

１２　心が安らぐ時間を持つことができていると感じていますか

１３　お住まいの地域に、安心して通うことができる医療機関が充実していると感じますか

１４　インフルエンザや新型コロナウイルスがどのように人へ感染するか知っていますか

１５　心身共に健康な生活を送れていると感じていますか

１６　あなたはいま満足のいく教育を受けていると感じていますか

１７　難しいことや分からないことでも、失敗を恐れず挑戦しよう・挑戦したいと思っていますか

１８　あなたは農業（各学科の学び）に興味や関心を持って授業を受けていると感じていますか

１９　この地域に農業高校は必要だと感じていますか

２０　秋田県に学びたい学部や分野のある高等教育機関（大学・短大等）があると感じていますか

２１　お住まいの地域にある農業や、企業（関連産業）は「元気で活力がある」と感じていますか

２２　お住まいの地域は、地域外から人が訪れたくなる「魅力のあるまち」だと感じていますか

２３　お住まいの地域文化や特色に「愛着や誇り」を感じていますか

２４　お住まいの地域に「頼れる人、頼れる大人」がいると感じていますか

２５　社会や地域のルール・規律を守ることは重要だと感じていますか

２６　ＯＢや地域住民など、身近に全力で応援してくれる大人がいると感じていますか

２７　自ら地域の課題を発見して、解決に向け意欲的に取り組みたいと感じていますか

２８　自分が関わることで社会や、地域を変えられるかもしれないと感じるようになりましたか

２９　自ら地域の問題や課題に積極的に関わり、行動したいと思いますか

３０　この１年で、自分の暮らす地域を外からの視点で考える機会が増えたと思いますか。

３１　将来、自分の住んでいる地域のために役立ち、地域のために貢献したいと思いますか

３２　地域にある伝統や技能、文化を引き継ぎ、後世へ残すことは大切だと思いますか

３３　地域で実施されたボランティア活動や、募金（寄付）活動等に参加したことはありますか

３４　高校もしくは大学卒業後に、農業または関連産業に従事（就職）したいと思いますか

３５　地域の新たな魅力を再発見し、地域（秋田県内）に定住したいと思っていますか

３６　あなたの一日の学習時間（学校での学習時間は６時間未満とみなす）は何時間ですか

３７　あなたの一日の睡眠時間は何時間ですか

３８　休日は勉強や部活動、友人との交流、地域活動等で有効に過ごせていると思いますか

３９　あなたの住んでいる地域は、隣人同士のコミュニティ、助け合いができていると思いますか

４０　あなたの友達はあなたにとって何でも話せる安らぎの存在だと感じていますか

４１　あなたの家族はあなたにとって何でも話せる安らぎの存在だと感じていますか

４２　あなたが困っているとき、あなたを助けてくれる存在がいると感じていますか

４３　あなたは中央省庁（日本政府や日本の政治）をどの程度信頼していますか

４４　あなたは秋田県行政をどの程度信頼していますか

４５　あなたは学校（先生）をどの程度信頼していますか

４６　あなたはメディア（マスコミ）をどの程度信頼していますか

４７　お住まいの地域で、犯罪の不安を感じることなく生活が送れていると思いますか

４８　お住まいの地域で、交通事故の危険性を感じることなく生活が送れていると思いますか

４９　災害時に近隣の人と助け合う関係性がつくられていると感じていますか

５０　あなたの地域は、犯罪や事故、災害等を総合的にみて安心・安全な地域だと感じていますか

安心・安全

教育

表６－３詳細　金農版ＧＫＨ（Gross Kanano Happiness金農総幸福量）指標　

コミュニティ
の活力

良い統治

　心理的
　な幸福

自然
環境

時間の
使い方

健康
福祉
生活

地域
産業
文化



設問尺度 Ａ（５ポイント） Ｂ（３ポイント） Ｃ（１ポイント） Ｄ（０ポイント）

1 感じる(62%) やや感じる(32%) あまり感じない(5%) 感じない(1%)

2 感じる(53%) やや感じる(40%) あまり感じない(7%) 感じない(0%)

3 感じる(53%) やや感じる(42%) あまり感じない(5%) 感じない(0%)

4 感じる(65%) やや感じる(31%) あまり感じない(4%) 感じない(0%)

5 感じる(56%) やや感じる(34%) あまり感じない(9%) 感じない(1%)

6 知っている(56%) 知らない(44%)

7 知っている(33%) 知らない(67%)

8 感じる(31%) やや感じる(43%) あまり感じない(26%) 感じない(0%)

9 感じる(61%) やや感じる(24%) あまり感じない(14%) 感じない(1%)

10 感じる(68%) やや感じる(24%) あまり感じない(8%) 感じない(0%)

11 思う(64%) やや思う(28%) あまり思わない(7%) 思わない(1%)

12 感じる(67%) やや感じる(29%) あまり感じない(4%) 感じない(0%)

13 感じる(64%) やや感じる(27%) あまり感じない(8%) 感じない(1%)

14 知っている(75%) やや知っている(24%) あまり知らない(1%) 知らない(0%)

15 感じる(64%) やや感じる(32%) あまり感じない(4%) 感じない（0%)

16 感じる(71%) やや感じる(26%) あまり感じない(3%) 感じない(0%)

17 思う(41%) やや思う(48%) あまり思わない(11%) 思わない(0%)

18 感じる(54%) やや感じる(41%) あまり感じない(5%) 感じない(0%)

19 感じる(89%) やや感じる(10%) あまり感じない(1%) 感じない(0%)

20 感じる(30%) やや感じる(33%) あまり感じない(27%) 感じない(10%)

21 感じる(35%) やや感じる(43%) あまり感じない(20%) 感じない(2%)

22 感じる(27%) やや感じる(40%) あまり感じない(28%) 感じない(5%)

23 感じる(44%) やや感じる(46%) あまり感じない(8%) 感じない(2%)

24 感じる(61%) やや感じる(28%) あまり感じない(9%) 感じない(2%)

25 感じる(87%) やや感じる(13%) あまり感じない(0%) 感じない(0%)

26 感じる(60%) やや感じる(34%) あまり感じない(6%) 感じない(0%)

27 感じる(30%) やや感じる(44%) あまり感じない(24%) 感じない(2%)

28 感じる(22%) やや感じる(32%) あまり感じない(39%) 感じない(7%)

29 思う(28%) やや思う(44%) あまり思わない(24%) 思わない(4%)

30 思う(30%) やや思う(37%) あまり思わない(28%) 思わない(5%)

31 思う(42%) やや思う(43%) あまり思わない(14%) 思わない(1%)

32 思う(69%) やや思う(27%) あまり思わない(3%) 思わない(1%)

33 ある(74%) ない(26%)

34 思う(18%) やや思う(22%) あまり思わない(41%) 思わない(19%)

35 思う(34%) やや思う(34%) あまり思わない(24%) 思わない(8%)

36 ８時間以上(5%) ７時間以上８時間未満(18%) 6時間以上7時間未満(52%) ６時間未満(25%)

37 ８時間以上(11%) ７時間以上８時間未満(20%) 6時間以上7時間未満(48%) ６時間未満(21%)

38 思う(65%) やや思う(25%) あまり思わない(9%) 思わない(1%)

39 思う(47%) やや思う(40%) あまり思わない(11%) 思わない(2%)

40 感じる(72%) やや感じる(26%) あまり感じない(2%) 感じない(0%)

41 感じる(68%) やや感じる(24%) あまり感じない(6%) 感じない(2%)

42 感じる(79%) やや感じる(18%) あまり感じない(2%) 感じない(1%)

43 信頼している(23%) ややしている(47%) あまりしていない(26%) 信頼していない(4%)

44 信頼している(27%) ややしている(48%) あまりしていない(23%) 信頼していない(2%)

45 信頼している(51%) ややしている(38%) あまりしていない(9%) 信頼していない(2%)

46 信頼している(18%) ややしている(36%) あまりしていない(37%) 信頼していない(9%)

47 思う(72%) やや思う(26%) あまり思わない(2%) 思わない(0%)

48 思う(72%) やや思う(26%) あまり思わない(2%) 思わない(0%)

49 感じる(50%) やや感じる(32%) あまり感じない(14%) 感じない(4%)

50 感じる(58%) やや感じる(34%) あまり感じない(8%) 感じない(0%)

 



 

 

第７章 次年度以降の課題及び改善点 

１ 到達目標から見る次年度への課題 

今年度の到達目標は、地域を知ること、地域産業を知ること、すなわち「地

域理解」である。本事業を通じて、長期のインターンシップや関連産業にお

ける現場視察等により、直接地域の関連産業を肌で触れることで、地域産業

への理解を深めることができた。また、大学や研究機関等と連携した出前授

業や講演会、技術講習を通じて、高度な知識や技術が深まった。また、企業

や高校間連携による商品化、六次産業化の実践は、地域の多くの人と協働し、

地域資源の魅力を再発見するとともに、新たな取組を推進できる人材の育

成に繋がったと考える。一方で、「将来、自分の住んでいる地域のために役

立ちたい」と思う生徒の割合が 68％、「地域に定住したい」と思う生徒が 66％

と低い割合を示す結果が見られた。次年度以降、コンソーシアムと連携しな

がら、地域課題解決型の事業を展開するとともに、ＩＴ・スマート農業学習

を取り入れ、地域農業を変革できる意欲の醸成に繋げられるよう、より一層

の工夫をしていきたい。 

 

２ 秋田型農業成長モデルの４領域における事業実施バランスの是正 

４領域の中で「グローバルスタディ領域」の実施回数が、他の領域と比較

すると少ない結果となった。本来、海外研修を盛り込んでいたが、新型コロ

ナの影響も相まって代替事業も実施できなかった。グローバル化の進展に

伴い、国際異文化コミュニケーションは今後とも求められる資質であるこ

とから、オンラインを活用した事業計画の立案、国際教養大学と連携した授

業実践等を含め、次年度以降グローバルスタディ領域の充実に向けて改善

を図りたい。 

 

３ 校内組織体制の強化と地域協働の情報発信による広報活動の推進 

   指定１年目ということで、全てが手探り状態の中で実施運営してきた１

年間であった。特に 今年度の課題として、校内での研究計画（本事業のコ

ンセプトやビジョン）ならびに進捗状況の把握、成果等の周知徹底が十分に

できず、一部の教職員に負担が集中する状況であった。教職員に行ったアン

ケートでは、「本事業は日頃の業務に加え重荷である」との認識を示した教

員が 55％と高く、年間を通じた事業実施のシステム化が大きな課題である。

経費を使用する際の事務的な手続きの繁雑さもその要因であった。次年度

は、校内組織及び役割分担等を見直し、スムーズな運営ができるよう体制強

化を図りたい。 



 

 

また、本校の課題は、情報の発信不足である。「本事業の取組がＰＲでき

ていない」とする教職員の認識が約 60％と高く、次年度以降学校ＨＰの更

新回数の増加を含め情報発信などを強化し、地域住民への周知を図りたい。 

 

４ 指導と評価の一体化と金農総幸福量（ＧＫＨ）指標の確立 

   本事業における評価の手法として、高校魅力化システムの活用、ルーブリ

ック、ポートフォリオに加え、金農総幸福量（ＧＫＨ）指標を策定し、これ

らの有機的相互関係を一体化させたシステムの構築については、引き続き

外部からの指導助言をいただきながら、評価方法の確立を目指したい。 

 

５ 新型コロナ対応について 

   当初、県外の先進施設視察研修や、商品開発コンテストならびに関連産業

イベントへの参加、県外長期インターンシップへの参加や教育フォーラム

の参加等を予定していたが、新型コロナの影響により実施できない事業が

多く発生した。次年度以降も、生徒の安全・安心を最優先に、オンラインを

活用したセミナーで代替するなど、本事業の効果を高める工夫をしたい。 

 

６ 事業終了後の自走を見据えた取組について 

事業終了後においても地域定住人材育成の責任を果たすために、コンソ

ーシアムを継続する。秋田県が実施している「あきたを創る！産業人材育成

事業」等を活用して、管理機関が支援員として非常勤職員を雇用する。具体

的には本事業によって開発される新カリキュラムの教科領域の一部を担当

する非常勤の講師に充てることを想定しながら、管理機関とコンソーシア

ムが連携した、取組支援体制の継続を図る。 

コンソーシアムに関しては、事業の成果を検証するとともに、さらなる協

働体制を構築すべく、新たな機関の追加も含め、継続と見直しを検討する。

また地域の高等学校や、県内外の農業系学校と情報共有を行い、地域内外へ

の成果普及や評価の顕彰を進める。 

 

７ 成果の普及方法について 

（１）他の高等学校教員等への効果的な指導のノウハウや実践事例の周知、 

ポスターセッション等を含む研究成果発表会の実施。 

（２）授業公開や研究協議会の実施（日常の教育活動や生徒の学習の様子を公開） 

（３）県内外の研修等を用いて、３年間の成果を報告する機会を設ける。また他

校や他地域で開催される研究発表会に積極的に参加し、成果報告を行う。 

（４）マスコミ（秋田魁新報、テレビ放送局）を活用して成果を普及させる。 



【関係資料１】 

令和２年度「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」 

第１回コンソーシアム及び運営指導委員会拡大合同会議（議事録） 

 

開催日時：令和２年１０月２０日（火）１３：３０～１５：００ 

開催会場：秋田県立金足農業高等学校 会議室 

日  程：１３：３０～１３：４０ 運営指導委員の委嘱 校長 渡辺 勉 

     １３：４０       開会のことば    教頭 湯澤 寛 

     １３：４０～１３：５０ 出席者の紹介    教頭 齊藤 雅子 

     １３：５０～１３：５５ 管理機関あいさつ  高校教育課長 伊藤 雅和 

     １３：５５～１４：００ 実施校あいさつ   校長 渡辺 勉 

     １４：００～１４：１５ 運営指導委員長の選任及び運営指導委員長あいさつ 

     １４：１５～１４：３０ 事業内容説明    教諭 照内 之尋 

     １４：３０～１５：００ 質疑応答及び意見交換 

     １５：００       閉会のことば    教頭 齊藤 雅子 

 氏 名 所 属 職 名 

 

 

コンソーシアム 

髙橋 浩人 大潟村 村 長 

小川 宏人 秋田市産業振興部産業企画課 ６次産業担当課長 

佐々木 渉 潟上市産業建設部産業課 課 長 

有田 正司 秋田県産業教育振興会 副会長 

益満  環 秋田大学教育文化学部地域文化学科 准教授 

長濱健一郎 秋田県立大学生物資源科学部生物環境科学科 教授 

 

 

運営指導委員 

岡田 秀二 富士大学 学長 

細川 和仁 秋田大学教育文化学部学校教育課程 准教授 

藤  晋一 秋田県立大学生物資源科学部生物生産科学科 教授 

齋藤 正和 秋田県農林水産部 次長 

佐藤  博 公益社団法人秋田県農業公社 理事長 

佐藤 英一 全国農業協同組合連合会秋田県本部 副本部長 

地域協働学習実施支援員 佐々木幸樹 公益社団法人秋田県農業公社 事務局長 

管理機関 

高校教育課 

伊藤 雅和 秋田県教育庁高校教育課 課長 

丹  啓記 秋田県教育庁高校教育課 指導主事 

 

 

 

 

実 施 校 

 

渡辺  勉 金足農業高校 校長 

湯澤  寛 金足農業高校 教頭 

齊藤 雅子 金足農業高校 教頭 

宮腰  明 金足農業高校 農場長 

照内 之尋 金足農業高校 研究開発・造園緑地主任 

佐々木 均 金足農業高校 生物資源科主任 

冨田 和樹 金足農業高校 環境土木科主任 

田口 健一 金足農業高校 食品流通科主任 

猿田 美樹 金足農業高校 生活科学科主任 

和泉 有紗 金足農業高校 教諭 

 



１ 委嘱状の交付 渡辺校長より、運営指導委員への委嘱状交付 

 

２ 管理機関あいさつ 秋田県教育庁高校教育課 課長 伊藤 雅和 

令和４年度から実施される新学習指導要領について、子どもたちに求められる資質能力を社会と共有する、

いわゆる「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善を推進す

ることとしている。これを踏まえ、文部科学省では高校生による地域課題の解決、探究的な学習を中心とした

活動を通して地域社会を切り開いていく人材の育成に向けたカリキュラム等に関する研究開発の推進に向けて

令和元年度より「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」を実施している。今年度は全国から 97校が

この事業に手を上げ、金足農業高校を含む 14校が新たに指定を受けたところである。高校、地域、大学、産業

界の協働によって、コンソーシアムを構築し組織的に連携することにより、様々な専門家と協力しながら、地

域創生に取り組むことができる内容となっている。金足農業高校では人口減少に対応する農業関連産業を変革

することのできる人材育成に向けた教育課程の研究開発を目標として、今日お集りいただいた関係機関の皆様

方と協働し、地域の様々な諸課題の解決に挑戦する探究的な学習活動を実施することになっている。今後、長

期にわたりお力添えをいただくことになるため、何卒宜しくご支援の程お願い申し上げたい。 

 

３ 実施校あいさつ 金足農業高校 校長 渡辺 勉 

本校は昭和３年の創立以来、今年で 92 年目を迎える県内屈指の農業高校である。19ha の広大な敷地を活用

し、特色ある農業教育を展開しており、石川理紀之介翁の教えをもとに制定した「自主・勤労・感謝」の校是の

もと、文武両道を掲げながら自らを鍛えて巣立った卒業生は２万３千人に達し、国の内外を問わず活躍をしてい

る。また、本校野球部は平成 30年第 100回全国高等学校野球選手権記念大会において準優勝を果たし、全国に

金農旋風を巻き起こすとともに、最も注目を集める農業高校となった。本校の使命は人口減少が顕著な本県にお

いて、農業関連技術者などの県内就職者の割合が８割を超えることや、ふるさと秋田を支ようとする意識の高い

生徒が多いことを踏まえ、農業という素材を最大限に生かしながら、持続可能な地域社会を支える元気でやる気

のある若者を育成することにあると考えている。そのような中、この地域協働事業はまさに時宜を得たものにな

っている。委員の皆様から、忌憚のない意見をいただき、この事業を通して、もう一度金農旋風を巻き起こした

いと思っている。どうか宜しくお願いしたい。 

 

４ 議事 

第１号議案）運営指導委員長の選任：事務局の提案により、富士大学学長 岡田秀二氏を委員長に選任 

第２号議案）本事業の概要ならびに事業内容の説明：金足農業高校 教諭 照内之尋 

 

５ 岡田秀二運営指導委員長（富士大学学長）の挨拶 

短い時間で大変中身の濃い内容をご説明いただいた。この事業の枠組みは大変素晴らしい、魅力もある。それ

がゆえに、これに関わる機関、あるいはその代表、学校の個々の先生方がどれぐらいこの枠組みとビジョン、コ

ンセプトをしっかりとそれぞれが理解しているのか、３年間で理解しきれるのだろうか、このことが大変心配で

ある。照内先生はじめ校長先生、その他校内の関係者はそれなりのイメージは持っている一方で、コンソーシア

ムや運営指導委員が的確に理解できるかというと、なかなか難しい。距離がありそうだなと率直に感じている。

それを一番埋めるのに良い方法はそれぞれの事業の３年間のロードマップをつくることが大切だと思う。ご存知

のように政府の成長戦略 2020 でも、まさに学校と地域の連携がものすごく大事だと強く言われている。もう一

つはかつてローカルアベノミクスと言われた地方創生事業、要するに「まち・ひと・しごと」おこし、この中で

も地域との関係の中で、学校がプラットフォームの役割をしなさいと、それが今、地域にあっては一番活力を、

具体的に吸収力を持って歩みを進められる可能性があるところと強く言われている。 



金農が描くこれら地域協働のビジョンとコンセプトを、毎年入ってくる生徒にしっかりと伝えるためのサポー

トの仕組みとして落とし込めるだろうか。金農の現状として、毎年の就農者が０、そして非農家出身の生徒割合

が 95％である中で、農業という側面と、地域資源を背景とした農を中心とした地域づくり、ここをしっかりと提

示して、人のレベルに落とし込むというものを実現して欲しい。政策の出口は実現するかどうかであり、３～４

年後にきちんと地域へ貢献する人材として育っているかどうか。ここに向けてのギアが少し見えにくかったとい

うのが率直な印象である。皆さんから合同会議なので、率直なご意見を伺って、あるいはそれ以外のところも含

めて、この成果が上がるように私も、まさに令和２年度の教育改革事業の中で、農業高校が全国で１校の採択と

いうのは素晴らしいと思っている。素晴らしいがゆえに、きちんと成果を実現したいと考えている。 

 

６ 質疑応答及び意見交換 

照内（本校研究開発・運営主任）： 

先程、岡田先生からもご指摘いただいた内容についてお答えする。10月 16日（金）校内の推進体制として今

年から設けました研究開発推進委員会においても、岡田先生と同じ指摘をいただいた。そもそも学内の先生方が

この内容についてきちんと理解をして共通認識を持って、生徒をどのように育てていきたいかという学校の中で

のビジョンがきちんとできていなければ、なかなか外に出していくのは難しいだろうということだった。まずは

校内体制の強化についてご指摘いただいたところである。さらに注意していかなければならないのが、この事業

をやりました、これで終了ですではなく、これをどうやってこの事業の本質的なところに最終的に持っていきた

いところに繋げていくのか、さらには先程のアンケート調査をはじめ、様々な生徒の評価をする際に、きちんと

評価を一体化したものを作っていかないと、ただ個別の評価をして終わることになる。そういったところも、こ

の事業に関する大きな課題として事業を進めていかなければいけないと考えている。学校内外に関わらず、県民

にも３年間の生徒の変容が見られるように仕組みづくりを行っていきたいと思っている。 

 

佐藤 博 運営指導委員（公益社団法人秋田県農業公社 理事長）： 

非常に意欲的な事業に取り組まれるということで、まずは敬意を表したいと思う。私なりに整理したので、確

認させて欲しい。３年間の取り組みで、それぞれの４つの領域で様々な取り組みがあって、事業のポイントを中

心に進めながら、結果としてこの事業の目的とするところは、関連産業を変革することができるような人材を育

成すること。それから、地域に定着して地域農業を担うような人材を育成すること。こういった金農生を育成し

ていく。逆に地域から見れば、このような形になればこの事業は成功だという話になる。特に KPIとすれば、令

和４年度の目標値として、地域に魅力を感じて地域に定着したいが 90%、就職を希望した生徒のうち県内就職が

95％、事業に参加した生徒が 90%等々、これらが KPI と考えてよろしいのか。もう一点、この中で、重要視点

のであるオリジナルの幸福度指数はわかりづらい。位置づけとなぜこの項目が出てきたのか、教えて欲しい。 

 

照内： 

KPIに関して、貴殿の解釈で間違いはない。また、幸福度指数については、今回の事業の目玉として、そして

他校の指標にはあまり見られないものとして、生徒の日常生活に対する幸福感や心の豊かさといったものが事業

を通してどういう変化があるのかを知りたいと思っている。そのような尺度を設け、評価することで本事業の生

徒の変容をエビデンスでもって分析していきたいと考えている。 

 

藤 晋一 運営指導委員（秋田県立大学生物資源科学部生物生産科学科 教授） 

大学のプロジェクトでも話が出てくるが、具体的な数値目標がある程度あったほうが良いと思う。一番の問題

は、せっかく金足農業高校を出たのに関連産業に就職する生徒が少ないことや、就農者が少ないことだと。関連

産業に就職した実績が少ないというのは、ニーズ（求人）がないのか、生徒に気持ちがないのかどちらか。 



照内： 

ニーズに関しては、その時の求人数にもよる。本校５つの学科があり、環境土木科であれば公務員になる生徒

が多い。公務員として農村計画や農業土木の分野という専門性を生かした進路に就く生徒が多い。造園緑地科で

は専門性を活かした進路となると主に造園業になるが、毎年たくさん求人数があるわけではない。各学科によっ

ても、求人の数によって、専門性を生かした進路に就く生徒もいれば、農業以外の分野に就く生徒もいるのが実

情である。求人はその時々の社会情勢によって変化するものであって、一概にニーズがないという訳でもなく、

また生徒の気持ちがないということでもないと思っている。 

 

藤： 

金農の生徒に就職してもらいたいけれど、なかなか来てもらえない、あるいは紹介しきれていない企業や農業

法人、ドローンを扱う企業も増えてきているのでそういったこところに就職できるような体制を取り入れていく

のも１つあるのかと思う。それが結果的に、関連産業での就業率というところに繋がるのではないか。「見える

化」するには大変厳しいが、ある程度数値化すると今後、事業の説明がしやすいのではないかと思っている。も

う一点は、生活科学の分野については、いずれ母親として家族を支えるというところも大きいと思うので、何か

テーマの中で「食育」とかそういうところ、入れられるところはないのか聞きたい。 

 

猿田美樹（本校生活科学科主任）： 

生活科学科では、今回盛り込んでいる事業として、食に関わる部分では「商品開発」や「巻きずし」など、伝

統的な食文化の交流を入れさせていただいている。科目としては「保育」の科目を盛り込んでおり、近隣の追分

地区の幼稚園への実習に行かせていただいている。畑に各幼稚園や保育所から子どもたちが来たときに、芋堀の

お手伝いだとか、掘った芋で親子クッキングというようなこともこれまでもやってきている。今後も継続して食

育という分野に関しては考えていきたいところである。 

 

宮腰 明（本校農場長）： 

関連産業の就職率の人数を見ると、21％(H31)と 19％(R1)ということで、低く見えるかもしれないが、実はこ

こにあるように、卒業生が毎年 170名強のうち、就職と進学が半々である。このような中で、就職の人数の中の

関連産業というふうに見ると、約この倍の数字になり、約 40％前後ということになる。この事業を通して、長期

的に進学した子もその後の就職という展で追跡調査をすればこの数字はさらに上がるという部分もあるので、実

際私が得ている感覚としては、就職希望者のうちの 40％前後は常にここ４～５年はこういう数値で推移してい

るので、ここをさらに強化していければと思っている。 

 

藤： 

ゆくゆくは秋田県に戻って農業や関連産業を担って、中心になっていくことも十分考えられるので、その点を

外部評価等で上手く説明できるように、せっかく優秀な高校なので、その点も説明させたらと良いかと思う。 

 

髙橋浩人 コンソーシアム顧問（大潟村村長）： 

大潟村で、以前は海外研修した後就農する人が毎年１人、２人程度いたが、最近は全くそういう傾向が全くな

くなった。今の若い人たちが自分から海外経験をすることをあまり望まないというような気がしていて、金農在

学中に経験を積めるということは、ある意味そういった壁を取り払うことになる。将来いろいろな意味で地域に

おいてもグローバル的な視点で、活用できる人材になると思うので、ぜひ大事にして欲しい。今回の事業では長

期のインターンシップを長い期間で行うようなので、非常に良いことだと思う。野球では農業高校としての金農

が全国で名前が広がった。今度は、農業教育で日本一の金農だというふうに、名が知れ渡ってくれたらと思う。  



齋藤正和 運営指導委員（秋田県農林水産部 次長） 

非常に素晴らしい内容だった。農業高校と名のつく部分に農業を目指して入ってくる生徒もいるのでしょうが、

自分の成績だとか、距離が近いからという理由で入ってくる生徒もいる中で、できるだけ農業に目を向けて、就

農する人が増えてくれればいいなと思っている。この事業をきっかけに新規就農をしてくれる、もしくは農業関

連に就職してくれる生徒が増えることに期待したいところで、こういった活動が繋がってくれたと思う。質問と

しては、今までもこういった取り組み、学校内だけではなく学校外でのいろいろな活動、もしくは学校外の講師

を招聘するなど、今までも取り組みをされたと思うが、今までやってきた割合と、これに代わってどれぐらい地

域とのつながりが大きくなるのか、転換するのかを想定しているのか、教えて欲しい。また、事業の３年間の効

果が出てきたとなると、文科省の方では地域と協働するような学校カリキュラムに変えていくという方向に考え

ているのか。 

 

照内： 

１点目について、今まではどちらかというと個別の指導教諭と相手方といった「個々の繋がり」で行っていた

ものを、今回はコンソーシアムという大きい組織として、包括的な視点でそれぞれの連携事業を一緒にやってい

きましょうというところにボトムアップしている点が極めて大きい。これまでは個人でやっていたものが、コン

ソーシアムによって包括的な評価・指導を行うことができる。すなわち「組織と組織」が繋がることを意味する

ものである。特定の意欲ある先生が転勤した途端、地域連携が衰退したという事例も少なくない中で、意欲のあ

る先生がその学校から異動になっても、地域連携自体は引き続き機能するシステムに変わったという所が質問の

１点目の解答である。２点目については、「社会に開かれた教育課程」の実践が求められる昨今、地域と協働して

いくようなカリキュラム編成が求められていくのではないかと私個人的には感じている。 

 

細川和仁 運営指導委員（秋田大学教育文化学部学校教育課程 准教授）： 

事業の目標が人材育成というところが、やはり大きいと思う。その一方で豊かさとか幸福感という言葉を使わ

れていて、生徒側にとって将来にどう繋がるのかという実感が持てるような学習ができるというのはすごく重要

なことだと思うので、その点は賛成したいと思う。その上で、オリジナル学習評価法のところで、学習評価法と

いう言葉を使っているので、具体的にどういうものをイメージしたら良いのか。ルーブリックの中で、改革する

力などの①～⑧項目における順序性はあるのか。また、計画の中でルーブリックを用いた評価を本年度末にやる

ということだが、それは時期的に大丈夫か。もう一つがお願いというか、これだけＳＮＳ全盛の時代の中で、や

っぱり学校のウェブサイトは見られるものだと思う。この事業も積極的に発信していただければ有り難い。 

 

照内： 

この３年間をかけて、オリジナルの学習評価について試行錯誤を重ねながら確立していきたい。ルーブリック

における「身に付けさせたい力」の自己評価①～⑧に関して、順序性というものは表記上、特段理由はない。ル

ーブリックにおける到達目標、ならびにオリジナルの金農総幸福量の指標づくりを現在行っている。ある程度全

学科ともに事業を行った状況で 12 月末あたりには指標をもとにした評価を一度行いたいと思っている。最後、

ご指摘にあったホームページに関しては、細川先生からのご指摘だけではなくて、実は学校の中の先生方からも

ご指摘をたくさんいただいている。我々が思っている以上に、生徒や生徒の保護者は学校のホームページを非常

によく見ている。いろいろな先生方から、ご指導・ご指摘を受けているので、教育情報部と連携をとりながら、

たくさんＰＲしていきたいと考えている。島根県立隠岐島前高校も今年度の採択校の一つであるが、その学校の

ホームページを見ると、大々的にこの事業を挙げてＰＲしている。我々も見習っていかなければと思っている。 

 

 



長濱健一郎 コンソーシアム顧問（秋田県立大学生物資源科学部生物環境科学科 教授）： 

変革することができる人材とは、10年後とか、そうじゃないと分からない。要はこの評価という、教育のプロ

グラム自体がチェックされていくのだと思うが、農業はもうそろそろ我々が思う農業と違うところがある。去年

農業クラブ東北大会の審査をやらせてもらい、大学でも金農の生徒だとかいろいろな農業高校の生徒も受験して

くれる時に、教わったことをしっかり身に付けていることは物凄いなと思うことがあった。言われたことはよく

やる。ただ変革していく人間というのは、果たしてそうなのかどうかとか、というのが気になっている。いろい

ろなプログラムがある訳だが、我々大人は実を言うと農業の在り方を変えることができなければ、変革すること

もできなかった訳で、我々も思う想像の範囲に留まっていてはだめなのではないか。だから、生徒の中で面白い

発見や思考をしたようなことをピックアップできるような、私でも分からない難解なことがたくさん出てくるよ

うな教育の在り方が望ましいのではないかと思っている。今まで見てくると、秋田の子はまじめで、よく勉強し

ている。やはり変革を求めるのであれば、そこを１歩踏み出さなければならないのではないかと思う。農業は生

産だけではないのだろうなという気はしている。先生方が驚くような仕組みをつくっていただければと思う。 

 

渡辺： 

皆様からいただいたご意見、ご提言について、本当におっしゃっていただいて良かったなと思っている。私が

見ても分かりづらいものもあるが、現場に落とし込むにあたっては、誰が見ても分かりやすく、それからそれぞ

れの部署で明確な３年間の実施計画を据えながら、全職員できちんと意識を持って、目標を持って進んで行ける

ような形で体制を整えて進めていきたいと考えている。いずれ、生徒といろいろな事業の話をしているが、既に

手を挙げてあそこに行きたい、ここに行きたいと出てきている子どもたちもいる。本校の生徒は本当に意識が高

いな、というのがここに来てからの印象であり、そういう子たちをどんどん育てて、気持ちも体も大きくして卒

業させてあげたいなと思っている。今後も皆様にご協力、ご支援をいただくことになると思うが、どうか宜しく

お願いしたい。本日は大変ありがとうございました。 

 

 

写真）会議全体の様子          写真）照内研究開発・運営主任による事業説明 



【関係資料２】 

公立大学法人秋田県立大学と金足農業高等学校との 

連携協力協定書の締結調印式（議事録） 

 

１ 開催日時  令和３年２月１７日（水）１５：３０～１６：３０ 

 

２ 開催場所  秋田県立大学秋田キャンパス管理棟２階会議室 

 

３ 出席者 

公立大学法人秋田県立大学 理事長兼学長 小林 淳一 氏 

公立大学法人秋田県立大学 副学長兼教育本部長 吉澤 結子 氏 

公立大学法人秋田県立大学 生物資源科学部学部長 蒔田 明史 氏 

秋田県教育庁 高校教育課指導班 指導主事 丹 啓記 氏 

秋田県立金足農業高等学校 校長 渡辺 勉 

秋田県立金足農業高等学校 教頭 湯澤 寛 

秋田県立金足農業高等学校 教頭 齊藤 雅子 

秋田県立金足農業高等学校 事務長 石田 貞雄 

 

４ 締結趣意の説明  秋田県立金足農業高等学校教諭 照内之尋 

 

５ 協定書署名 

 

６ 締結者及び立会人挨拶 

（１）秋田県立大学 学長 小林淳一 

本日の協定は、本学にとってどういうスタンスで臨めば良いかという点について、既に金

足農業高校からは大勢、毎年入学生が来ており、既に卒業した人もたくさんいる。高大接続

という意味ではもう十分できている。そういう中で、今回のこの文科省の事業をどういうふ

うに本学として協力していくかということについて、やはり若い人たちが農業に対するイ

メージをもっと前向きな方向に変えていかなければならないだろうというふうに思ってい

る。これからの農業は society5.0という一般的な大きなトレンドの中で、いわゆるデジタ

ル化の波がきている。情報系を上手く使って効率良く農業をしていく、あるいは収益を上げ

るという部分でスマート農業というのが生かされる。これらが、これから農業高校にとって

新しい軸にはなるのではないかと考えている。また、世界全体を眺めると、2050年には 100

億人というような人口が予想されているが、マクロで見れば食糧問題。食糧に繋がる水の問

題。こういう問題がかなり顕在化してくるだろうと思っている。世界的な視点で農業をどう

考えていくか、知識が必要になってくる。連携協定を契機に、今後もよろしくお願いしたい。 



（２）金足農業高校長 渡辺 勉 

本校では、今年度から文科省の指定事業である「地域との協働による高等学校教育改革推

進事業」に取り組んでおり、県立大学様にはコンソーシアムの一員としても加わっていただ

いている。本校とは距離的にも近く、卒業生も沢山お世話になっているこちらの大学と、地

域協働事業の指定を契機として、連携協力していただき、高いレベルで事業の充実が図れれ

ばと思っている。先ほど本校の照内から説明があったように、少子高齢化が急速に進んでい

る本県において、この事業は、ふるさと秋田の地域の現状を理解し、地域から農業高校とし

て何を求められているのかを実感し、地域と自らの将来を見据え、自分に何ができるかを真

剣に考える機会となることが期待されている。この連携協力協定書の締結により、お互いが

益々発展し、意欲と情熱をもった多くの地域を支える人材を輩出することができるよう心

から祈念し、挨拶とする。 

 

（３）秋田県教育庁高校教育課指導班指導主事 丹 啓記 

 金足農業高校は当事業において、産学官連携により、本県にとっての最重要課題である人

口減少に対応しつつ、農業関連産業を変革することのできる人材育成に向けた教育課程の

開発を行っている。開発の大きな目玉にスマート農業学習があるが、農業のＩＣＴ化による

省力化、高精度化は、農業の担い手減少が続く本県では特に重要になってくる。この分野で

の成果が、事業全体の成果に直結するといっても過言ではないと言える。そうした中、秋田

県立大学は来年度、ロボットやＩＣＴを活用したスマート農業の拠点として「次世代農工連

携拠点センター（仮称）」を大潟キャンパスに開設すると伺っており、これまで積み重ねた

知見が、さらに大きく発展することが期待される。金足農業高校の研究開発がより充実した

ものになるよう、お力添えをいただいてくださりますようお願いしたい。秋田県立大学と金

足農業高校といえば、これまでのも地域に根ざした教育活動が実施され、さまざまな蓄積、

ノウハウを生かして、また全県・全国に張り巡らせたネットワークを生かして、地域の活性

化にご尽力されている。この連携協定を機に、さらに、よりよい相乗効果が生まれることを

お願い申し上げて挨拶としたい。 

写真）連携協力協定締結調印式の様子   写真）協定書を持つ小林学長と渡辺校長 


