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令和４年度の農業科教育法Ⅰの受講生（大学生、科目等履修生）を対象に、高校の教科農業の教員免許取得者を増やす

方法などについてアンケート調査を実施した。また、令和４年 11 月に農学部の学生を対象に、茨城県立水戸農業高校、茨

城県立鉾田第二高校で見学会を実施したので、その様子について報告する。 

今後、日本の教育を担う教員の育成は、小中高ともにますます重要になるだろう。大学と高校が連携して、教科農業をはじ

め教育免許取得者を増やす方法を考えて、試行錯誤しながら前向きに取り組んでいく必要がある。 

 

 

１ はじめに 

 

論者は、令和２年度から茨城大学農学部の非常勤講師として、高校の教科農業の教員免許取得希

望者を対象に農業科教育法Ⅰ（２単位）の講座を担当している。農業科教育法Ⅰ（２単位）、農業科

教育法Ⅱ（２単位）との隔年開講で、令和４年度は農業科教育法Ⅰを開講した。農業科教育法に関

する研究の代表的なものとしては厚沢（1980）の研究があるが、多くはない。特に、実際の授業を

分析した研究は、管見の限りほとんどないと言ってよい。その意味で、本研究は授業の実践的な内

容をもとに、今後の高校の教科農業の教員の育成を考える基礎資料としても重要であると思う。 

今回、農業科教育法Ⅰの受講生（大学生、科目等履修生）を対象に、教員免許取得者を増やす方

法などについてアンケートを実施した。また、11月に農学部の学生を対象にして、茨城県立水戸農

業高校、茨城県立鉾田第二高校で見学会を実施したので、その取り組みについて報告する。 

―――――――― 

*茨城県立鉾田第二高等学校  **茨城大学教育学部 
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本論文では、令和４年度の農業科教育法Ⅰの受講生の意見をもとに、高校の教科農業の教員免許

取得者を増やす取り組みについて考察する。なお、教員経験のない大学生の意見が中心になってい

ることに考慮していただきたい。 

 

 

               ２ 令和４年度の農業科教育法Ⅰの日程と内容、受講生数 

 

令和４年度の農業科教育法Ⅰの

日程及び内容を表に示した。 

８月21日（日）、28日（日）、 

９月10日（土）、９月17日（土）

の４日で、15コマ（２単位）の講

義を実施した。 

受講生は、大学生７名（２年２

名、３年３名、４年２名）、科目等

履修生３名であった。そのうち、

科目等履修生の１名は、諸事情に

より、途中で受講を取り止めた。

アンケート調査は、大学生７名、

科目等履修生２名に実施した。                      

 アンケート調査は、４日にわけ 

て、Googleフォームで実施した。 

 

 

 

 

３ 教員免許状授与件数の推移 

 

平成30年度から令和２年度の教員免許授与件数について、資料 1の（1）に示したように、多く

の区分の一種免許状の教員免許状授与件数が減少傾向にある。また、資料 1 の（2）に示したよう

に、高等学校のほとんどの教科の普通免許状授与件数も減少傾向にあると判断できる。 

理由として、そもそも大学生の人数が減少していることが第一であるが、教員のブラック化のマ 

スコミ報道の影響、教員がＳＮＳでプラス面もマイナス面も情報発信できることなどが考えられる。 

 

 

４ 農業科教育法Ⅰのアンケート調査結果 
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（１）講義１日目アンケート（８月 21日実施） 

質問１ なぜ、教員免許を取得しようと思いましたか。                  

「子どもたちと共に明るい未来を考えたかった」「農業の教員に興味がある」「資格を取得したい

(２名）」「自分の可能性を広げられる」「大学卒業後の進路の幅を広げられると考えた」「前々か

ら興味があった」「教職を含めてさまざまな授業を受けて、新しいことを学ぶことで視野が広が

ると思った」「農業高校で学んだので、将来の職として農業の先生も魅力的だと思った」 

 

質問２ 高校の農業教育について、知っていること（イメージを含む）を書いてください。  

「栽培、林業、土木、環境、経済、畜産、食品」「畜産・流通・製造・栽培」「自分の専門分野に限

らず、幅広い分野を教えている」「座学と実習。圃場や製造実習など」「農業全般の科目と実習を

している」「銀の匙（マンガ）のイメージ」「実習は、大学の農学実習の内容を想像」「野菜や家畜

を育てて文化祭などで販売している」「有機ＪＡＳ認定などの制度についても学んでいる」 

 

質問３ 高校の教科農業の教員にとって、大切なことは何だと思いますか。           

「緑を愛し、土を愛し、自然を大切にする」「農家、現場とのつながり」「技術者ではなく教育者で

あること」「一生懸命にやること」「現地に即した形で知識や経験を教えること」「農業の専門的な

知識と技術」「普通の高校では学ばない専門的な内容をわかりやすく伝えること」「体力と笑顔」 

「農業の大切さを理解して、農業を中心に、環境など関連するさまざまな分野も学んでいくこと」 

 

質問４ 高校の教科農業の教員の職業があることをどのように知りましたか。        

「農業高校に進学した同級生がいるなど、高校生の頃から知っていた（３名）」「地元に農業高校が

あった」「入学生オリエンテーション、教職ガイダンス、パンフレットなど、大学入学後（５名）」 
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質問５ これまで農家（農業生産法人）に行って、生産者から話を聞いたことがありますか。 

「北海道のラベンダー園に行き、ヒグマに注意が必要なことが印象に残っている」「高校時代にカゴ

メの工場で、フェンロー型ハウスでトマトの大量生産を見学した。１本の苗を何ヶ月も栽培し、

高所作業車に乗って作業をしていることが印象的だった」「高校２年の時、放送部のアナウンス原

稿を作成するために、みかん生産者に取材した。先代から受け継いだみかん畑を夫婦で管理して、

無農薬栽培にこだわっていた。さまざまな種類のカンキツの栽培の他、みかんジュース製造も行

っていた」「知り合いの梨農園の方に、梨の木が低いから腰が痛くなると聞いた」「出身地では、

イチゴ栽培がさかんで、ケーキなどのお菓子の加工品にも使われていて、まちおこしにもつなが

っている」「なし（大学生４名）」 

 

（２）講義２日目アンケート（８月 28日実施） 

教科農業の教員に必要な資質・能力について考えてみよう。あなたは、教員１年目で、農業高校

で、１年生の担任として勤務しているとします。それぞれの業務・ケースで、どのような資質・能

力が必要か、グループで話し合って、考えたことを書いてください（受講生９名：３名グループ）。 

 

質問１ 教科指導で必要な資質・能力は何ですか。                    

「生徒一人ひとりの実態にあわせた教材の工夫」「他の先生と進捗状況・情報などの共有」「授業内

容を日常生活に関連させてわかりやすく説明する」「指導計画を立てる」 

 

質問２ 生徒指導で必要な資質・能力は何ですか。                    

「言葉遣いや態度（上から目線にならない）」「生徒が何を言いたいか確認する」「先入観を持たずに

話を聞く」「できるだけ中立を貫く」「個性を理解して、臨機応変に対応できる力」「授業のフィー

ドバックを利用」「生徒との信頼関係（生徒のことをしっかりと理解、一人一人の観察）」 

 

質問３ 担任に必要な資質・能力は何ですか。                      

① 生徒が問題行動を起こした時の対応 

「生徒へ聞き取りを行い、他の先生方と共有」「学年主任に報告する」「１人で抱え込まないで相談

する」「保護者にも伝える」「人格ではなく起こした行動を注意する」「生徒・保護者それぞれの状

況判断」「（繰り返さないために）生徒をきちんと叱る」「状況を正確に判断する」「保護者に連絡

し、必要があれば来校してもらう」「そのような行動を取ってしまった理由を個人面談で聞く」 

② 保護者との信頼関係の構築 

「誠実な対応」「報連相を徹底する」「普段から生徒の生活をきちんと見ていることを伝える」「生徒

の学校の様子を学校のホームページなどに定期的に掲載する」「三者面談では、生徒の良いところ

も保護者に伝える」 

 

質問４ 高校の教科農業の教員に必要な資質・能力は何ですか。                

「ハウス栽培など、炎天下の夏作業が多いので体力が必要」「実習・実験では、事前準備をていねい

にする」「分かりやすく伝える能力」「危険な作業を認識して、安全に気をつける能力や生徒の観

察力」「農業の知識、技能、経験、愛」「就職や進学の進路に関する指導力」 
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質問５ 放課後（16:30）に職員室で、１人でいる時に、他のクラスの保護者から電話がありました。

どのような対応が必要ですか。 

「保護者から連絡先を聞き、折り返し電話することを伝えた上で、担任に速やかに連絡する」「その

場で状況を聞いて、その後具体的な対応をする」「話を聞いて、否定しない」「担任がいないこと

を伝える→要件を聞く→担任・学年主任にすぐに伝える」「自分が対応できる内容なのか判断し、

できない場合は話をよく聞き、他の教員に相談する」 

 

質問６ １年生の農業実習で、遠隔地農場に初めてバスで移動します。生徒に何と言いますか。   

「はしゃぎすぎない、騒がない」「早めの行動」「大まかな流れを一旦説明しておく」「ルールを守る」 

「作物、動物に勝手に触れない」「長靴の土の確認」「海外に行っていないか（衛生検査など）」「学

びに行くことを伝える」「バス酔いの配慮」「農場の情報を伝える（トイレや休憩場所の確認）」 

 

質問７ 農業実習中に、生徒が熱中症の症状を訴えてきました。どう対応しますか。     

「担当教員や養護教諭に伝え、指示を仰ぐ」「日陰に移動、水分補給、その後保健室へ」「他の生徒

の体調を確認する」「すぐに休憩を入れる」「涼しいところ（バス、保健室など）で休ませ、水分

補給させる。付き添いをつける」 

 

質問８ 授業中に生徒が「お腹が痛いからトイレに行っていいですか」と訴えてきました。 

あなたは、どう対応しますか。  

「すぐにトイレに行かせる」「回数が多い場合は、出入口に近い座席にするなど工夫する」「体調を

確認し、トイレに行った後の様子も確認する」「スマホは置いてトイレに行かせる」「頻繁ならば、

個別に理由を聞く（体質的、ストレスなど）」 

 

質問９ 保護者から「○○先生が、テストを返す時に『どうせお前は、勉強したってできないから・・・』

と子どもに言って、子どもが落ち込んで学校に行きたくないと言っている。」と電話があり

ました。担任のあなたは、どう対応しますか。  

「保護者に謝罪し、〇〇先生以外で生徒の登校意欲を励ます。また、〇〇先生に事実を確認して、

（本当のことならば）謝罪してもらうよう伝える」「○○先生に電話を代わる」「生徒と直接話し

たいことを保護者に伝える。→生徒にも謝る」「学年主任や管理職に連絡して、○○先生に状況を

聞いていただき正確な状況を把握して対応する」 

 

質問10 学校の業務ではありません。農学部で教科農業、教科理科の免許の取得（希望）者を増や

すためには、どのような方法が考えられますか。 

「初めから教師の厳しさを伝えすぎない」「メリットを伝える」「社会人の場合は科目等履修生など

の制度を増やす」「提出書類の簡素化」「国が教師の待遇を上げる」「教職課程の忙しさを分散」「教

職ガイダンスのすべての回に出席しなければならない大学のルールを緩和」「集中講義の必要回

数などを事前周知」「ガイダンスを全員が受ける」「救済措置としてＩＯＰの期間も使う」 

※茨城大学では、学部３年次の第３クォーターは「iOP（internship Off-campus Program）クォー

ター」と名付け、原則的に必修科目を開講せず、学外で主体的な学びを促す期間としている。 
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（３）講義３日目アンケート（９月 10日実施） 模擬授業１回目の終了後アンケート 

 

質問１ 模擬授業で最も意識したことはどんなことですか。                

「日常生活に関連したわかりやすい授業内容にして、生徒が眠くならないようにする」「生徒とのコ

ミュニケーションや生徒同士の意見交換を多く取り入れた」「同じ項目で内容をまとめて分かり

やすくした。(例:材料や働きかけるものなど)」「教科書の内容に入る前に、学習内容に興味・関

心が持てるように導入部を大切にした。具体的には、写真を見せて考えさせる、意見を出しても

らうなど」「自分が実際に高校で学んだことをどのようにうまく伝えるかを意識した。また、教科

書に関連する内容を説明して生徒の興味関心を向上させた。生徒に質問して、自主的な学習を促

した」「板書している時間と説明する時間を分けた（話すときは前を向く）」「生徒への目配り。説

明している時に、私が生徒をしっかり見ているか」「生徒が興味をもって参加する」「生徒が次の

授業のつながりがわかるように、授業の終わりに次時の学習内容もしっかりと説明した」 

 

質問２ 生徒にわかりやすい授業を行うには、どのようなことに留意すればよいですか。   

「本時の目標を掲示し、生徒全員が参加する簡単なペアワークや発表を取り入れて進める」「色々な

資料を自発的に調べることで、積極的に授業へ参加させる」「生徒から出た発言を簡潔に板書する。

今回の模擬授業では板書しないで進めてしまった」「教室のどこでも聞き取りやすい発音。図や写

真を使用して興味をもち、一目でわかる板書」「聞きやすい口調や話すスピード、声の大きさ、板

書する際の文字の大きさ」「製造工程の説明では、もう少し図を描いて説明すればよいと思った。

生徒はまったく予備知識がないことを前提にして、ていねいに説明する必要があると感じた」「授

業内容と日常生活を関連づけることと、指導者の一方的な説明にならないようにする」「指導内容

をできるだけ簡潔にわかりやすく説明する。板書は図式化して、大切な用語は色を変えて書くと

ともに、写真やイラストを使って説明する」「生徒の身近な話題を取り入れる。板書や資料は、読

ませるのではなく、見て理解しやすい内容にする」 

 

質問３ 次回の模擬授業へ向けて、どのようなことを意識しようと思いますか。       

「資料などをもう少し準備して、流れを細かく練りたい」「起承転結を意識して、説明する言葉を明

確にする。「えっと」などを言わない」「本時の目標を具体的に示し、生徒の意識を授業に向ける。

生徒の発言も板書する」「説明しながら板書すると生徒が分かりにくいように感じた。板書をして

から説明する、パワーポイントを使用する、資料を黒板に貼って説明するなど授業の流れを意識

したい。本時の目標を示すことは、次回入れたい。板書も美しく書けるようになりたい。授業内

容によってグループワークや事前に調べ学習を取り入れたい」「授業内容の整理が追い付かず、ど

こまで話しているのか分からなくなってしまった。自分で分かりやすくまとめたい」「図を描くの

をもう少し練習したい。今回のチーズの製造の話は特にやったことない人は全く実感がわかない

と思うので、いかにわかりやすく説明するかが大切だと感じた。また、他の人の授業を見て生徒

同士で話し合う場面が多々あったので、参考にしたい」「導入部分をもう少し深く、日常生活に関

連させて印象に残りやすいようにしたい」「できるだけパワーポイントにまとめ視覚化を図る。演

習問題は解説をていねいにする」「生徒が参加する場面を増やしたい」 
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（４）講義４日目アンケート（９月 17日実施） 

 

質問１ あなたが農業高校の教科農業の教諭になったとします。 

どのような先生になりたいですか、自由に書いてください。 

「生徒の視点に立って物事を考えられる先生」「生徒から慕われる先生」「専門分野をしっかりと教

えられる先生」「授業内容の幅広い知識と技術を持った先生」「困ったときに頼れる先生」「私は食

がとても大事だと思っているので、授業で食の重要性や楽しさを伝えて、生徒が、食から生活を

豊かにしたいと思ってもらえる先生」「農業の技術だけではなく知識も充実している教員」「自然

が大好きなことを伝えられる教員」「農業実習を通して生徒に共感できる教員」「研究や授業改善

に努力する教員」「生徒からも保護者からも接してもらいやすい先生になりたい。そのために、自

分から生徒に積極的に話しかけたり、時には自分の話をしたりして、生徒や保護者にとって、信

頼できる存在、何でも相談できるような身近な先生になりたい」「地域の方々とのコミュニケーシ

ョンを大切にし、地域の農業に貢献できる教員」   

 

質問２ 大学を通して、農業高校の見学会を実施する場合、参加しますか。 

現地集合、現地解散で水戸農高、鉾田二高で実施を予定します。 

・参加する              １名 

・検討して、参加する可能性が高い    ５名 

・検討するが、参加しない可能性が高い ３名 

 

質問３ 参加する、または、参加する可能性がある方のみ回答してください。 

今年度実施するとしたらいつ頃がよいか、記入してください。 

・10月～11月上旬       １名      ・11月中旬          １名 

・10月下旬、または12-２月   １名      ・いつでも良い               ３名 

 

質問４ 農業科教育法Ⅰの講義・実習で、印象に残ったことを記入してください。      

「科目等履修生（ベテラン教員）の話を聞けたことが非常によかった」「授業は、練習してスキルを

高めれば、ある程度のレベルになる。授業だけでなく、生徒と良好な関係を作り上げていくコミ

ュニケーションが大切であるとことが分かりました」「他の講義では、教師は素晴らしくて良い仕

事だ。教職員免許を取る人は教員になることが前提だと説明されていましたが、教員が最も素晴

らしい仕事であるとは思えませんでした。この講義では、教員の待遇や問題点をきちんと説明し

た上で、自分の適性を見極めた上で、将来の仕事として教師を選ぶか判断してもらいたい。まず

は、教員免許を取得するだけでもよいという言葉を聞いて、とてもうれしく思いました」「教員に

とって何が本当に大切かを考える時間でした。また、現場で活用できる方法などをたくさん知り

ました。生徒との関わり方などをさらに勉強して、高めていきたいと思いました」「現場の体験談

を聞いて、農業高校の先生として働くイメージがわいた」「農業教員は産業教育手当がつき、多く

の仕事をしなければならないことを理解した」「農業高校出身なので、講義内容を理解しやすかっ

た。生徒の時、農業高校の先生の仕事は大変そうだと感じていた。今回の講義を通して、多様な

生徒への対応、農業機械や農機具の安全な使い方、気候による栽培管理など、共通教科に比べて、
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農業の授業では、注意しなければならないことが多くあることを理解した」「普通科出身なので、

農業高校のことが全くわかりませんでした。理科の教員を目指していますが、今回の講義を通し

て、農業の教員もいいなと思いました」「農業高校の授業実践の講義から日々どんな学習を行って

いるのかを知ることができた」「今はＳＮＳでの生徒指導の問題が多く起きていますが、昔のいわ

ゆる生活指導がたいへんな時代に過ごしてきた自分の教員の経験をいろいろと思い出しました

（科目等履修生）」「講義の中で、私が教員として経験したことを大学生に伝える機会をいただき

ありがとうございました。大学生の皆さんに役立てていただけばと思います（科目等履修生）」「保

護者の電話対応で、担任と副担任の違いや心がけることなどが印象に残りました」「鉾田市の生産

者のサツマイモ栽培のモグラ植えの話が印象に残っています。農業の現状などを知るために、教

員が学校の外に出て、農家の人から話を聞くことや、企業などと学校をつなげる取り組みが必要

だと感じました」「Googleフォームで大学生が好きな曲を調査して、YouTubeで流したことも印象

に残りました。授業やホームルームで、YouTubeなどの ICTの活用も大切だと思いました」「模擬

授業が初めてだったので、意識することが多くて難しかった」「模擬授業を行ったことと、高校な

どの学校現場の様子を科目等履修生から聞いたこと、農業高校の様子を講義で理解できたことが

印象に残っています」「模擬授業を行って、授業の構成や話し方、資料の活用方法、話し合いを行

う単元などを判断することが難しいと感じた。他の人の授業も聞いて、気づきや自分の授業の改

善点が見えた。この講義で学んだことを教育実習で活用し、教員免許の取得へ向けて頑張りたい」

「模擬授業で、授業の組み立て方や説明することの難しさを知り、高校の先生はすごいなという

印象をもった。自分の話し方の特徴が分かったので今後に生かしていきたい」「模擬授業を２回実

践した。自らの授業を振り返ることで明日から直ぐに役立たせたい」「科目等履修生として受講し

ました。演習での話し合いや模擬授業など大学生のみなさんが努力している姿を見て、励みにな

りました」「教育実習は自分の出身校でしか受入できないと思っていましたが、茨城県の県立高校

で受け入れてくれることを知りました。県外出身なので交通費などを考えると茨城県で教育実習

をしてもよかったと思いました」「教員免許の取得方法について、大学生がより受講しやすいシス

テムや環境になってほしいと思います。教員免許取得者が増えて、多様な人材が教員になるとと

もに、小中高校などが連携して、教育内容が時代の変化に柔軟に対応できるとよいと思います」 

 

（５）模擬授業で、受講生へアドバイスしたこと   

①授業で意識するポイント 

「授業開始時に「本時の目標」「流れ」を板書や画面で、生徒に理解させることが大切である」「え

ーと、あのあのなどの言葉を挟まないように、また、同じ言葉を繰り返さないように、さらに、

言葉の強弱や間合いを意識して、生徒の立場になって、説明をわかりやすくする」「資料が多すぎ

ないように、説明する内容を整理して、授業の準備をする」「生徒と普段の人間関係が大切で、机

間巡視は、生徒との大切なコミュニケーションの場」「一人一台端末を効果的に使用できるようＩ

ＣＴの活用力を高めてもらいたい。その方法として、インターネットで調べて、まずは、授業づ

くりのポイントを自分自身で整理するとよい」「小中学校の授業には、一人一台端末を活用した学

習や、授業の導入部分の説明など参考にできることがたくさんある」 

②パワーポイントで資料を作成する利点など 

「パワーポイントは、読ませるのではなく、見せる資料にするとよい」「他クラスで同じ内容の学習
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をする場合に再利用できる」「先生方で共有し、ブラッシュアップできる（教材の共有化）」「カラ

ー写真やイラスト、アニメーション機能を活用して、よりわかりやすく説明できる」「板書が苦手

な教員（字が読みにくい）は、パワーポイントの方が、生徒が読みやすい」「教員が板書する時間

を削減して、机間巡視や話し合いの時間にすることができる」など。 

③その他 

「アンケート調査をした結果をまとめる場合、読む人の立場になって、例えば、ネガティブな表現

をポジティブに変えたり、文字数を減らしたりすると読みやすい」「授業、資料、生徒への対応な

どが、教員の「自己満足」「独りよがり」「生徒への一方通行」になっていないか確認して、より

よい方法に改善していくことが大切である」「教員になって判断に迷ったら「生徒のために」を優

先してもらいたい。場合によっては、ベストではなく、ベターな方法を選択することも必要であ

る」「速やかな報連相（報告・連絡・相談）で共有が大切。担任→学年主任→部長→管理職」「保

護者に連絡する際は、生徒の良い面、がんばっていることも伝えることが大切である」 

 

 

５ 農業関係高校の見学会 

 

（１）準備 

  ① 茨城大学農学部の学務係の方に、農業高校の見学会を実施の協力をいただく（９月17日）。 

  ② 10月下旬から11月上旬を実施期間として、水戸農高、鉾田二高の校長に了解を得る。 

   ③ 実施要項を作成。茨城大学農学部から高校に学生の見学の受け入れを依頼する形式とする。 

  ④ 実施日の決定（水戸農高 11/４（金）午後、鉾田二高 11/９（水）午後）。 

  ⑤ 茨城大学農学部の許諾・農学部長名で高校への依頼文の送付（学務係の方の協力）。 

  ⑥ 農学部の学生への周知（１年生～４年生）、参加者の募集 10/25締切（学務係の方の協力）。 

  ⑦ 参加者の確定（水戸農高３名、鉾田二高５名）。事前アンケート（資料２）のまとめ。 

  ⑧ マスコミへ取材依頼。茨城県教育委員会を通じて県政記者クラブへ資料提供。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 事前アンケート 

 



宮地・小川：高等学校農業科の教員養成教育に関する研究 

 

 - 131 - 

（２）実施要項（抜粋） 

① 目的 

茨城大学農学部の学生が、高校の農業の授業や施設などの見学を通して、農業教育を理解

する機会にするとともに、高校の農業や理科の教員免許取得者の増加につながることを期

待する。また、高校生は、大学の授業や大学生活のようすを聞くことで、大学などへの進学

意欲の向上につなげる。 

② 実施校と日程など（２校で実施しますが、１校のみの参加も可能です） 

    ア 茨城県立水戸農業高等学校（校舎と農場が同一の敷地にある農業専門高校） 

     ・実施日 令和４年 11月４日（金） 12:50～16:30 

・〒311-0114 那珂市東木倉983 電話 029-298-6266 

     イ  茨城県立鉾田第二高等学校（校舎と農場が別敷地の総合学科と農業関連学科併置校） 

       ・実施日 令和４年 11月９日（水） 12:50～16:30 

・〒311-1517 鉾田市鉾田1158 電話 0291-33-2171 

③ 日程（13:00 以降は、内容を変更することがありますが、16:30 には終了・解散とします） 

 ア 12:45        集合（正面玄関） ※学生は、自家用車または電車などで来校 

イ 13:00～13:20 学校概要説明（説明後、鉾田二高は、自家用車などで農場へ移動） 

ウ 13:30～15:20 農場の授業、施設見学（見学後鉾田二高は、自家用車などで校舎へ移動） 

エ 15:40～16:20 高校生との交流会 （大学進学希望者などが参加） 

・大学生活（授業・研究、サークル活動など） 

・大学進学を目指す高校生へのメッセージ など 

④ 対象者及び申込方法 

   ア 対象者 

・茨城大学農学部の学生  

高校の農業教育に興味・関心のある学生、教科農業あるいは理科の教員免許取得予定者  

イ  申込方法 

      ・10月25日（火）16:00までに、茨城大学農学部へ電話又はメールで連絡してください。 

ウ 10月25日（火）17:00までに、別紙「事前アンケート」を回答してください 

エ １校あたり15名程度以内。参加希望者が多い場合は、人数調整することもあります。 

オ 次の内容について、高校から大学及び「事前アンケート」のメール宛に連絡します。 

・10月28日（金）までに、参加申込状況、人数調整の結果などについて連絡します。 

・諸事情で中止する場合は、実施３日前までに連絡します。 

⑤ その他 

ア 実施日が他の講義と重なる場合、他の講義は欠席扱いとなります。 

    イ 自家用車で来校する場合、事故の責任は負えません。運転に十分に注意してください。 

   ウ 学校のホームページへの掲載、新聞社などのマスコミへ取材を依頼する予定です。写真

撮影などで配慮が必要な学生は、見学会当日に高校の担当者へ申し出てください。 

   エ 新型コロナウイルス対策として、来校前の検温と当日のマスクの着用をお願いします。 

オ 教育実習と同様、学校訪問にふさわしい服装で参加してください。なお、今回の見学会

のために新たに服を購入する必要はありません。 
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（３）実施のようす 

  ① 水戸農高（令和４年 11月４日） ※茨城新聞の令和４年 11月19日（土）号に記事が掲載 

・参加した大学生３名は、教員への意識が高く、農場施設などを熱心に見学していた。 

・大学生の対応もていねいでしっかりとしていた。 

・大学生との交流会に参加した高校生は９名で、大学生には、高校時代の過ごし方や、大学入

試について話してもらった。また、大学での講義内容や大学生活についても話してもらった。 

・大学生がていねいに話してくれたので、大学進学希望者の今後のやる気向上につながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 鉾田二高（令和４年 11月９日） ※鉾田二高ＨＰ「ブログ欄」令和４年11月11日掲載 

11月９日（水）午後に、高校理科、高校農業の教員免許取得を目指している茨城大学農学部

の学生５名が来校して、５時間目に、遠隔地農場の施設設備、農業実習のようすなどを見学し

ました。その後、校舎に移動して、６時間目に教室棟の授業や校舎の施設などを見学しました。  

大学生は、農場では、温室や食品製造室などを見学して、農業実習で注意することや生徒の

指示方法 など農場長の説明を熱心に聞いていました。教室棟では、１階～４階の各クラスの授

業を廊下から見学して、板書の授業、電子黒板の授業、一人一台端末の授業など、いろいろな

形式の授業を見学しました。  

放課後に、１年生から３年生の進学希望者 22名と交流をしました。交流会は、Google フォ

ーム（アンケート）で、事前に高校生に大学生への質問を聞いて、大学生が質問に答える形式

で進めました。大学生から「約３年前に新型コロナの中、県外から来て知り合いが一人もいな

くて不安でしたが、今は講義、サークル、アルバイトなどで充実した大学生活を過ごしている」

「今年から講義は対面式が主体となり、オンラインは減っている」など大学生活のようすにつ

いて話がありました。 

高校生へ向けて、大学生から「自分で情報を集めて、希望する進路を決めてください。そし

て、希望する進路が実現できるよう毎日の授業を大切に過ごすとともに、高校でたくさん友達

をつくってください」とエールが送られました。 

 

 

 

 

 

 

 

大学生と高校生との交流会 参加者で記念撮影 

農場（メロン温室）の見学 農業実習の見学 大学生と高校生との交流会 
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（４）実施後のアンケート（大学生５名から回答） 

 

質問１ 今回、農業関係高校の見学会に参加して、どう思いましたか、1つ選んでください。 

なお、２校に参加した学生は、２校をあわせて選んでください。  

「参加してよかったと思う 100％ ５名／５名」 

 

質問２ 質問１でそのように回答した理由を記入してください。 

なお、２校に参加した学生は、２校それぞれの内容を記入してください。  

「水戸農高では、茨城大学の進学希望者に自分の経験を話すことができた」「水戸農高では、大規模

な専門高校の雰囲気や、充実した設備などを見学できた」「鉾田二高では、遠隔地農場の圃場や施

設管理の課題を感じた」「鉾田二高では、総合学科と農業関連学科の併置校のようすを見学できた」

「鉾田二高は校舎がきれいで立派だった。高校生とのやりとりが楽しかった」「初めて農業高校の

施設などを見学して、教育現場の雰囲気を体感できた」「教員の視点で生徒が農業をどのように学

んでいるか見学して、非常によい経験になった」 

 

質問３ 見学会で最も印象に残ったこと（参加してよかったことなど）を記入してください。 

なお、２校に参加した学生は、２校それぞれの内容を記入してください。 

「水戸農高では、多くの生徒の座学や実習のようすを見学して、農業高校の雰囲気を久しぶりに感

じて、懐かしく思った」「水戸農高では、広大な学びの場に驚いた。普通科にはない、学びの解放

感や、自然に生かされていると感じる素晴らしい教材がそろっていると思った」「水戸農高では農

場の広さと、初めて子豚見たことが印象に残っている」「鉾田二高は、食品加工などの教育設備が

充実している一方で、農場への移動のため、教員は、授業や実習の工夫が必要だと思った」「鉾田

二高では、多くの生徒が交流会に参加して、積極的に質問してくれたこと」「農場が、想像以上に

広く、充実した設備だと思った」「農場が広く、たくさんの種類の作物が栽培されていたこと」 

 

質問４ 教員免許取得を目指す学生として、教員免許取得のためのモチベーションの維持、教員と

しての適性を判断する機会をつくるなど、教育実習の前に、自分自身が茨城県の高校にや

ってもらいたいことを自由に記入してください 

「今回の見学を通して、大学生が高校と関わる機会がもう少し増えるとよいと感じた」教員になっ 

て良かったところや大変なところなどを知りたい」教育実習の前に、インターンシップで、教育 

現場で数日間の受け入れがあるとよい」「今回のような高校の見学会はとても良かった。他にも、 

数日間の受入があると、茨城県の高校で働くイメージしやすくなると思う。なお、農学部から移 

動手段に課題があるため、参加者を増やすためには、バスなどでの送迎があるとよい」 

 

質問５ 今回の見学会を通して、その他に意見などがあれば自由に記入してください。        

「見学会は、楽しかったです。」「非常に素晴らしい経験になりました」「今回は見学会を開催してく

ださりありがとうございました」「農業関係高校を見学して、施設などが充実しており、学びの過

程で人間的にも成長できる環境であることが非常に魅力的でした」「農業教育の現場がとても素

敵だと思い、農業の教員も良いなと思いました」 
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６ 考察 

 

今回のアンケート調査の結果から、高校の教科農業の教員免許取得者を増やす取り組みについて

考察する。 

 

（１）すぐに対応できること 

・教員免許の取得方法について、リーフレットを作成する。なお、リーフレットには、高校の教

科農業、教科理科の免許取得希望者に向けた履修科目のモデルプランを示す。 

・新入生オリエンテーションで、リーフレットを使って、教員免許の取得方法と、教員免許は、 

大学で取得できる重要な資格の一つであることを説明する。 

・新入生オリエンテーションでの説明とは別に、説明動画を作成することも必要である。 

・教育実習を茨城県の高等学校などで受け入れていることを周知する（資料３）。 

 

（２）高校で検討が必要なこと 

・農学部などの大学１年生の希望者を対象に、 

茨城県立水戸農業高校など、水戸キャンパス 

近郊の学校で教育現場の見学会を実施する。 

・大学生１～３年生を対象として、教育実習前 

に数日程度のインターンシップを受入れして、 

大学生が教育現場を経験して、教員としての 

適性を判断する機会をつくる。 

・インターンシップの実施にあたり、居住地か 

ら高校までの交通に時間や費用がかかるなど、交通に課題がある場合は、高校の近くの 

ホテルなどに宿泊して、高校に通う方法も認 

めてもよいだろう。 

・教育実習を実施する学生は、茨城県の県立高 

校に直接連絡してもよいことを周知する。交 

通に課題がある場合は、高校の近くのホテル 

などに宿泊して、高校に通う方法も認めても 

よいだろう。 

 

（３）大学で検討が必要なこと 

・大学２年生以降でも教員免許が取得できるモ 

デルを検討・作成する。 

・教育免許取得の説明会を動画で配信したり、 

参加条件を工夫したりして、多様な学生が教員を目指せるようにする。 

 ・教員免許を取得した大学院生が、小中高校等で児童・生徒と交流する機会をつくり、大学院修

了後に教員になることも検討できるようにする。 

 

資料３ 茨城県教育委員会から高校等への文書 
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７ おわりに 

 

日本社会の少子高齢化が進む中、教員は、専門分野のスペシャリストかつ、幅広い対応ができる

ジェネラリストであることが求められるので、教員の育成はますます重要になる。給与や手当、休

暇などの教員の待遇面や職場環境の改善と同時に、教員を目指す多様な人材を確保していくことが、

これまで以上に重要になるだろう。まずは、多くの大学生が、教員免許は、大学で取得できる職業

選択につながる重要な資格の一つであり、教員免許の取得方法を理解することが第一歩である。そ

のために、４月当初の新入生オリエンテーションで、教員免許の取得方法などをわかりやすく説明

することが必要である。次に、教員免許取得を目指している学生が、教育実習前に、教育現場を見

たり、教員の業務を体験したりして教員の適性を判断する機会をつくることが必要であると考える。 

一人でも多くの農学部の学生が理科と農業の教員免許取得を目指してもらいたい。理科と農業の

教員免許取得を目指している学生が、諸事情で、途中で理科をあきらめたとしても農業はあきらめ

ずに取得してもらいたい。また、高校の教科農業の免許取得予定者には、学生時代に、ファームス

テイで農業を体験してもらいたい。農業科教育法Ⅰの受講生９名中４名が農家に行ったことがなか

ったことに、正直驚きを感じた。高校の教科農業の教員免許取得を目指す学生には、ぜひ、学生時

代に先進的な農家や生産法人で、農業を体験してもらいたい。ファームステイで、経営者から、農

業の魅力や大変さなどを直接聞いて、農業を実践的に学んでもらいたい。 

令和４年度から「高等学校学習指導要領（平成30年３月告示）」が年次進行で実施されている。 

高等学校学習指導要領に明記されているように農業、工業などの産業教育は、地域や産業界と連携

した学習活動が重視されており、教員が、学校の外側へ視点を向けて、授業の学習内容に関連した

産業界との連携を図っていく必要がある（宮地・小川 2019）。また、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（宮地・小川 2019）。 

教科農業の教員免許取得者を増やすためには、日本社会全体で、農業の大切さ、教育の重要性を

再認識するとともに、大学、高校、都道府県、ＪＡ、農業関連産業の企業などの関係機関が連携し

て取り組んでいく必要がある。特に、大学と高校が連携して、農業の現場を知る農業教員の育成に

試行錯誤しながら前向きに取り組んでいく必要がある。 
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