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高等学校教諭一種免許状（農業）の取得のためには，農業科教育法を履修する必要がある。高校の農業教育の学習活動

の一つに学校農業クラブ活動があり，高校の農業教員を目指す学生が，学校農業クラブ活動の内容を理解しておくことは重

要である。学校農業クラブ活動について，教科農業を高校で学習した学生には広く理解されているが，普通科等で教科農

業を学習していない学生にはイメージすることも難しいのではないかと思われる。 

本研究では，農業科教育法のテーマの一つとして「農業教育における学校農業クラブ活動の位置付け」を取り上げ，授業

計画（２単位）を作成する。また，学校農業クラブ活動の内容をまとめて特質を明らかにすることで，農業科教育法の指導項

目の一つにしたい。 

 

 

１ はじめに 

 

高等学校教諭一種免許状（農業）の取得のためには，農業科教育法を履修する必要がある。高校の

農業教育の学習活動の一つに学校農業クラブ活動があり，高校の農業教員を目指す学生が，学校農

業クラブ活動の内容を理解しておくことは重要である。学校農業クラブ活動について，教科農業を

高校で学習した学生には広く理解されているが，普通科等で教科農業を学習していない学生にはイ

メージすることも難しいのではないかと思われる。そこで本研究では，農業科教育法のテーマの一

つに「農業教育における学校農業クラブ活動の位置付け」を取り上げ，授業計画（２単位）を作成

する。また，学校農業クラブ活動の内容をまとめて特質を明らかにして指導項目の一つにしたい。 

――――――――  
*茨城県教育庁  **茨城大学教育学部 
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２ 「農業科教育法」の目標及び授業計画（２単位） 

 

本研究で取り上げる農業科教育法の目標及び授業計画（２単位）は，次の通りである。 

（１）目標 

高等学校学習指導要領に基づく教科「農業」について，講義と演習をとおして農業教育につ

いて学び，将来の高等学校農業教育担当教員としての資質を養うことを目指す。具体的に次の

能力を身につけることを目標とする。 

①高等学校学習指導要領をもとに，教科「農業」の目標や内容，教育課程について理解できる。 

②農業科を設置する高校の現状を理解し，学習指導を実践的にマネジメントできるようになる。  

③農業教員としての資質，能力の基礎，実践的指導力の基盤を養い，地域社会や産業の課題を

理解して，農業科教育の教材として指導できるようになる。 

（２）授業計画（２単位） 

①授業の進め方とガイダンス，日本の農業の現状と課題 

②農業高校の現況（在籍生徒数，志願状況，進路等）とその課題 

③農業教育（産業教育を含む）の変遷と現状 

④高等学校学習指導要領の総則の要点 

⑤高等学校学習指導要領の教科「農業」の要点 

⑥高等学校学習指導要領の教科「農業」の目標と科目の構成 

⑦教科「農業」の原則履修科目と共通的な科目等とその要点 

⑧農業教育における学校農業クラブ活動の位置付け 

⑨教育課程の編成，年間指導計画の作成 

⑩学校農場及び実験実習の施設設備  

⑪農業教育における特色ある取り組み，農業教育と連携する関連機関・団体 

⑫学習指導計画の作成と学習評価（指導と評価の一体化） 

⑬模擬授業Ⅰ ※作成した学習指導計画をもとに模擬授業と振り返りを行う。 

⑭模擬授業Ⅱ ※作成した学習指導計画をもとに模擬授業と振り返りを行う。 

⑮農業教育の課題と展望 

 

 

３ 学習指導要領における学校農業クラブ活動の位置付け 

 

学校農業クラブ活動について，現行の学習指導要領解説（文部科学省，2010，p.179），新学習指

導要領解説（文部科学省，2019，p.271）。には，それぞれ次の記述がある。 

 

（１）高等学校学習指導要領解説 農業編（平成22年６月） 

第３章 教育課程の編成と指導計画の作成 

第１節 教育課程の編成 
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５ 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項（総則第５款） 

（４）職業に関して配慮すべき事項（総則第５款の４） 

④ホームプロジェクト，学校農業クラブ（ 総則第５款の４の（４）のイ ） 

ホームプロジェクト及び学校農業クラブの活動を利用して，学習効果が上がるように留

意する。農業教育においては，従来からプロジェクト学習が効果的な学習法として定着し

ており，「農業と環境」をはじめ，多くの科目でプロジェクト学習を明確に位置付けるなど

重視している。また，学校農業クラブ活動については，「農業と環境」，「課題研究」，「総合

実習」に位置付けている。生徒の自発的な学習活動を進めるためにもプロジェクト学習及

び学校農業クラブ活動を促進するように配慮することが必要である。（以下，省略） 

 

（２）高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 農業編（平成30年７月） 

第３章 各教科にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 

第４節 総則に関連する事項 

６ 職業に関する各教科・科目についての配慮事項（ 総則第２款３（７）エ ） 

（２）ホームプロジェクト，学校農業クラブ 

（イ）農業，水産及び家庭に関する各教科・科目の指導に当たっては，ホームプロジェクト

並びに学校家庭クラブ及び学校農業クラブなどの活動を活用して，学習の効果を上げ

るよう留意すること。この場合，ホームプロジェクトについては，その各教科・科目の

授業時数の10 分の２以内をこれに充てることができること。 

ホームプロジェクト及び学校農業クラブの活動を利用して，学習効果が上がるように留

意する。農業教育においては，従来からプロジェクト学習が効果的な学習法として定着し

ており，「農業と環境」をはじめ，多くの科目でプロジェクト学習を明確に位置付けるなど

重視している。また，学校農業クラブ活動については，「農業と環境」，「課題研究」，「総合

実習」に位置付けている。生徒の自発的な学習活動を進めるためにもプロジェクト学習及

び学校農業クラブ活動を促進するように配慮することが必要である。（以下，省略） 

 

学校農業クラブ活動の記載内容について，学習指導要領の改訂にともなう変更はない。これまで

と同様，学校農業クラブ活動は，「農業と環境」「課題研究」「総合実習」の各科目の学習内容に位置

付けられており，生徒の自発的な活動を進め，学習効果を上げるためにも促進していく必要がある。  

次節では，学校農業クラブの歴史，活動の三大目標及び組織，茨城県学校農業クラブ連盟の組織

及び行事，日本学校農業クラブ全国大会について紹介する。 
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４ 学校農業クラブ活動 

 

（１）学校農業クラブとは（農業と環境 実務教育出版，p.292）。 

   学校農業クラブは，1948年に農業高校生の自主的・自発的な組織として，全国の農業高校で 

誕生した。そして，都道府県ごとに連盟がつくられ，1950年に全国組織として日本学校農業ク

ラブ連盟（FFJ：Future Farmers of Japanの略）が結成された。 

農業に関する学科を置く高校や総合学科等の高校で農業を学ぶ生徒は，各学校の農業クラブ

に所属して，農業をはじめ幅広い産業分野で活躍できる資質を身につけられるよう自主的・自

発的な活動に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

※日本学校農業クラブのホームページから引用。 

 

（２）活動の三大目標（農業と環境 実務教育出版，p.293）。 

学校農業クラブ活動の目的は，将来，農業や農業に関連した職業を担う者として，社会に貢 

献し，活躍できるための力を育てることにある。そのために，次の三つの目標がかかげられて 

いる。これを学校農業クラブの三大目標という。 

・科学性：プロジェクト学習を通して，農業や関連産業に必要な知識・技術を身につけ，諸問 

題を合理的に解決する力を身につける。 

・社会性：さまざまな活動を通して，協力し合ったり，地域社会のいろいろな事業に参加して， 

公共に奉仕したりする精神を養う。 

・指導性：自分の意見を積極的に述べると同時に，他人の意見も理解して尊重しながら組織を 

運営したり，多くの人を指導したりする力を身につける。 

【鳩と富士の稲穂マーク】 

・日本学校農業クラブ連盟のシンボルとし1951年に制定され，バ 

ッチや連盟旗に用いられている。 

・鳩は平和と友愛と協同を表し，富士山は日本を表し，稲穂は日本 

の農業を表している。  

【鶴翼の飛翔（かくよくのひしょう）マーク】 

・このマークは，連盟結成50周年を記念して2000年に作られた。 

二羽の鶴はクラブ員を表し，中央のボールは豊かな水をたたえる 

地球とその自然環境を表し，稲穂は食料の収穫，すなわち農業を 

表している。 

・二羽の鶴が地球と農業を協力しながら抱え込み広く宇宙を飛翔す 

るイメージである。 
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（３）学校農業クラブの組織（農業と環境 農文協，p.29）。 

   学校農業クラブの組織には，学校ごとに組織されている単位クラブ，都道府県ごとに組織さ 

れている都道府県連盟，全国を９つ（北海道，東北，関東，北信越，東海，近畿，中国，四国， 

九州）に分けて組織されているブロック連盟，並びに全国組織である日本学校農業クラブ連盟 

（日連）がある。各連盟の事業として，それぞれの大会が開催されている。これらの大会は， 

活動や学習の成果を発表したり，技術競技のなかでお互いのレベルアップをめざしたりする場 

として，また，クラブ員どうしの意見・情報交換の場として貴重なものとなっている。 

 

（４）茨城県学校農業クラブ連盟の組織及び行事  

令和元年度の茨城県学校農業クラブ連盟は，農業に関する学科のある６校，総合学科で農業 

系列のある高校２校，普通科で農業を学習している１校（高萩高校）の合計９校で組織されて 

いる。表１に，茨城県の高校における農業に関する学科・系列の設置状況を示した。また，茨 

城県学校農業クラブ連盟では，表２に示した行事を行い，生徒一人一人の自主的・自発的な活 

動の促進につなげている。 

 

表１：茨城県の高校における農業に関する学科・系列の設置状況（令和元年４月現在） 
【全日制】  

学校名 農業に関する学科・系列 

大子清流高校 農林科学科 

水戸農業高校 農業科，園芸科，畜産科，食品化学科，農業土木科，生活科学科，農業経済科 

鉾田第二高校 農業科，食品技術科 

鉾田農業高校 農業科，食品技術科，流通情報科  

※平成29年度に鉾田第二高校と統合し，令和元年度が最終学年。 

石岡第一高校 園芸科，造園科 

江戸崎総合高校 総合学科（グリーンテクノ系列） 

真壁高校 農業科，食品化学科，環境緑地科 

坂東総合高校 総合学科（生物資源系列・環境デザイン系列） 

※令和２年度に岩井高校と統合し，園芸技術科，農業工学科が設置。令和４年度が最終学年。 

【定時制】 

学校名  農業に関する学科・系列 

水戸農業高校 農業科 

   ※令和元年度の茨城県学校農業クラブ連盟は，教科農業を学習している高萩高校（定時制普通科）

を加えて，９校で組織されている。 
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表２：茨城県学校農業クラブ連盟の行事 

行事名 内容 

代議員会 ４・５・１月の３回，県の農業クラブ活動を運営するための会議。 

リーダー研修会 ５月上旬に１泊２日で，クラブ員間の交流を図り，農業の魅力や課題

について認識を深めることをねらいに実施している。 

茨城県学校農業クラブ 

連盟大会 

７月下旬に日頃の研究・学習の成果を発表・競技する。本県農業関係高

校の一大イベントで，最優秀賞を受賞したクラブ員やチームは，上位

大会（関東大会，全国大会）へ出場する予選会となっている。 

ＦＦＪ研修会 11月に各クラブ員の資質の向上とクラブ員間の交流を図ることを目的

に実施している。 

スイーツコンテスト 本県独自の行事として平成27年度から開催している。農業の６次産業

化の学習成果を発表するために，12月に学校産・地元産の食材を使っ

た新作オリジナル・スイーツで競い合うコンテストを開催している。 

 

 
写真１ 茨城県学校農業クラブ連盟大会 式典   写真２ 第４回スイーツコンテスト 
※令和元年７月23日，大和ふれあいセンタ－シトラス  ※平成30年12月20日開催 

                                                      

（５）日本学校農業クラブ全国大会 

日本学校農業クラブ全国大会は，毎年10月頃に都道府県連盟の持ち回りで開催されている。 

令和元年度は，10月23日（水），24日（木）に山形県，宮城県、福島県を開催地にした南東北

大会が開催される。全国大会への出場の流れは，発表会，競技会によって決まっている。プロ

ジェクト発表会と意見発表会は，都道府県大会において最優秀を獲得するとブロック連盟大会

に出場し，ブロック連盟大会で最優秀を獲得すると全国大会へ出場することができる。また，

平板測量競技会は，県大会の最優秀の１チームが，農業鑑定競技会は，学校ごとに主な学習分

野別に１名から複数名が全国大会へ出場することができる。 
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表３：日本学校農業クラブ全国大会の実施競技の一覧 
名称 内容 

プロジェクト発表会 日頃のプロジェクト活動の成果を，視聴覚機器を使用して 10 分間で発
表。発表をとおしてクラブ員の科学的な資質の向上を図ることを目的と
する。発表は，Ⅰ類（生産・流通・経営），Ⅱ類（開発・保全・創造），
Ⅲ類（ヒューマンサービス）の３つの分野に分かれて行う。 

意見発表会 クラブ員の身近な問題や将来の問題について，抱負や意見を７分間で発
表。発表をとおして問題解決のための自主的・積極的な態度と能力を養
うことを目的とする。プロジェクト発表会と同じ３つの分野がある。 

平板測量競技会 平板測量の技術を用いて，指定された測量区域の境界線測量と，測量成
果をもとにした面積計算，図面仕上げを行う。競技は３人１チームで行
い，制限時間内に早く，正確に測量できるかを競う。 

農業鑑定競技会 日頃の学習で得た農業に関する知識・技術の成果を，鑑定・判定・診断・
審査技術にわたり，その実力を競い合う。農業・園芸・畜産・食品・森
林・農業土木・造園・生活の８分野に分かれで実施し，出題数は40問で，
出題形式は，20秒の択一問題と記述問題，40秒問題を組み合わせる。 

クラブ員代表者会議 全国の単位クラブの代表者が参加する会議で，農業クラブ活動の事例を
もとに情報交換と連盟運営に関する意見交換を行う。会議への参加をと
おして農業クラブ員の資質の向上と農業クラブ活動の発展を目指す。 

家畜審査競技会 
農業情報処理競技会 

公開競技で，大会事務局の判断で開催する。第70回日本学校農業クラブ
連盟全国大会（南東北大会）は，開催しない。 

   ※令和元年度第70回日本学校農業クラブ連盟全国大会（南東北大会）のホームページ。 

 

 

５ まとめ 

  

平成 30 年度の農業に関する学科のある全国の高校数は約 300 校，生徒数は約８万人である（図

１，図２）。農業高校に入学するほとんどの生徒は，高校入学後，本格的な農業を初めて体験して

いる。学校農業クラブ活動は，「農業と環境」「課題研究」「総合実習」の各科目に位置付けられ

ており，特に，１年生ではじめて農業について学習する「農業と環境」が大切である。そして，「農

業と環境」の学習を基礎として，農業の学習を生かして，学校農業クラブ活動に積極的に取り組み，

生徒が農業への興味・関心を高めることが期待される。このように学校農業クラブ活動は，農業教

育の重要な学習活動の一つであり，農業科教育法のテーマの一つとして「農業教育における学校農

業クラブ活動の位置付け」を取り上げ，農業教員を目指す学生に理解してもらうことが重要である

と考える。 

農学部の学生には，卒業後，農業や農業関連産業に直接関わることも大切であるが，農学部で学

んだことを高校の農業教育のさまざまな場面で活用して，将来の農業後継者を育成して，間接的に

農業に貢献することも大切であることを理解してもらいたい。農業教員を目指す学生には，大学で

の研究や調査を通して，データのまとめ方，発表方法などの基礎的な知識や技術を身に付けて，学

校農業クラブ活動のプロジェクト発表会を指導できる農業教員になってもらいたい。卒業後すぐに

教員にならないとしても，一人でも多くの学生が，教員免許を取得することを期待している。 
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図１ 農業高校，工業高校，商業高校，水産高校の学校数の推移（平成30年度学校基本調査から） 

※令和元年度高等学校産業教育担当指導主事連絡協議会（農業）の配布資料 

 

図２ 農業高校，工業高校，商業高校，水産高校の生徒数の推移（平成30年度学校基本調査から） 

※令和元年度高等学校産業教育担当指導主事連絡協議会（農業）の配布資料 
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