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introduction , 猪名川グローカルプロジェクト

　猪名川甲英高等学院は、文部科学省事業「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」に「地域×生徒×農業 ― 専修学校を核とし相互課

題を解決するネットワークの構築 ― 」として提案/受託した事業を、自ら「猪名川グローカルプロジェクト」とタイトルして推進しています。この事業の

あらましについて紹介します。

project １, 課題の検証、方向性の設定、協働の輪

　「地域×生徒×農業」、そのそれぞれの分野の課題をさまざまな分野の協力者とともに丁寧に検証し、その解決策を検討することで、文部科学省

事業「地域×生徒×農業 ― 専修学校を核とし相互課題を解決するネットワークの構築 ― 」は設計されました。そして課題についての議論を通じて

「学びのセーフティネット機能強化に向けたチーム高等専修学校」は構築されていきました。

project ２, ４つの分科会の構成とキックオフ

　地域農業の課題を議論し、地域の農業従事者との協働や校外での実習を通じたカリキュラムを設計するプロジェクト「企画第一分科会」。IoT企業

と協働して日本の農業をどう世界に拡げていくかの体験学習を設計するプロジェクト「企画第二分科会」。学校の立地する阿古谷地域と猪名川町の

課題を議論し、学校と地域の協働で課題解決する体験学習を設計するプロジェクト「地域連携分科会」。さまざまな課題を抱える子供たちにふさわし

い学びやサポートを議論し、適切なサポート体制を構築するプロジェクト「自立支援分科会」。４つのチームは"結論ありき"や構成員からの報告に留

まらない議論を標榜して設置されました。議論の方向性によっては、当初設定していた推進や予定を変更することも厭わない、機動的で実質的で挑

戦的なプロジェクトがスタートしました。
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project ３, 企画第一分科会の議論とプロジェクト

　学校での有機農業の実習による学びに加えて、プロの農業、販売や流通、作物を売って生業を建てるということといった「地域農業のリアル」をど

う学ぶかを議論しました。

project ４, 企画第二分科会の議論とプロジェクト

　猪名川グローカルプロジェクト以前の2018年度に実験的におこなった「ドローンによるスマート農業」授業の検証からスタートし、AIやドローンといっ

た先端技術、世界的な人口問題や環境問題、日本の農業と世界の農業の問題をどう学ぶかを議論しました。

project ５, 地域連携分科会の議論とプロジェクト

　子供たちがさらに深く地域と関わり、地域を識ることで、彼らの刺戟になることはないか、地域の行事や地域の課題について子供たちと地域と協力

して取り組むことができないかを議論しました。

project ６, 自立支援分科会の議論とプロジェクト

　発達に関する各分野の高度な知見を有する委員に集まってもらい、生きづらさを抱えてきた特性の強い子供たちに対する技術的・合理的根拠に

基づいた指導のありかたを議論しました。

interim report, 本年度の総括、次年度に向けて

　2018年秋に始まった議論は、本校の教育の理念の基づいた「地域と農業」3年間の学びを、外部の専門家と協働して再構築する方向に至っていま

す。プロジェクト3カ年の2年目である2019年度は、いよいよ学校現場での本格作業のフェイズに至ります。
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猪名川甲英高等学院は、140年の歴史をもつ旧猪名川町立阿古谷小学校の廃校跡活用事業として、

日本で唯一となる農業実務課程の高等専修学校として2016年4月に開校しました。

日本の地域において「小学校」とは、たんに子供が勉強する施設だということに留まらない意義を持ちます。

子供の嬌声は、その親のみならず地域のすべてを幸せな気持ちにします。

小学校は地域のみんなの故郷であり、みんなが集う村の中心です。西洋で教会がその意義を果たすように。

その、地域の小学校の廃校は、地域の人々にとってどれほどの喪失だったでしょう。

子供の笑顔も、みんなの想い出も、みんなの集う場も失うことになるのだろうか。

もしかしたらぜんぶ潰されて更地にされてしまうかもしれない。

この村は中心を失うのだろうか。

そこにやってきたのが猪名川甲英高等学院でした。
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子供とはときに純粋すぎる存在なので、脆弱であったり、残酷であったりします。

家庭や学校といった狭い世界の外に、自由な場がいくらでもあることを、まだ知らなかったります。

その狭い世界での躓きや恐怖や喪失のせいで、生きづらさを抱えている子供たちはたくさんいます。

そんな子供たちが安心して学び、再チャレンジできる学校として、大前学園は存在してきました。

大前学園にとって、阿古谷の豊かな自然や、優しい地域の人たちとの結びつきは、

その理想を実現するのにこれ以上ない環境でした。

そして、阿古谷だからこそ実現できる農業の学びは、多様な生徒が多様な役割を見つけて協力し合うという、

生きづらさを抱えた子供たちにとってこれ以上ない課程でした。

村を愛する地域の人々。農業分野でチャレンジを続ける人々。

彼らのサポートを受けて、大前学園のあたらしいチャレンジは、阿古谷でゆっくりとスタートしました。

それから３年。

現在生徒数65名の猪名川甲英高等学院は、この2019年3月に初めての卒業生を輩出します。

introintroduction ，　猪　名　川　グ　ロ　ー　カ　ル　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト

8



大前学園の教育理念～【３つのSai】

●再

できないことは恥ずかしいことじゃない。人には必ず苦手や弱さがある。再びチャレンジしよう。

●才

人には必ず長所や強みとなる才がある。それを見つけて伸ばそう。

でも！

「弱さを受け容れる」のは勇気がいる。どうすればいい？→他人の弱さを受け容れて許すところから。

「強み」がなかなか自分で言えない。どうすればいい？→他人のいい部分をみつけて言葉にして伝えよう。

●彩

苦手も長所もあるなら、みんなで助け合って活かし合っていこう。自分からその態度を発揮していこう。

学校にいる間だけじゃなくて、卒業後の人生を鮮やかに彩ってほしい。
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猪名川甲英高等学院教育の大きな特色～地域と農業

●地域

　小学校がなくなった阿古谷の村にやってきた猪名川甲英高等学院を、地域は心から歓

迎してくれています。農業について教えてくれたり、田畑を貸してくれたり。トラクターや

チェーンソーなど、子供にはできない作業をやってくれたり。学校に地域の人々が遊びに

きてくれることもよくありますし、自分の畑で穫れたものを持ってきてくれたりもします。遅

刻した子が歩いていたら、軽トラックで学校まで送ってくれた人もいました。

　いっぽうで、子供たちも地域に活力を与えることで貢献しようとしています。ここに小学

校があったころと同じようにここで祭や運動会を開いています。何十年も前に途絶えた地

域の獅子舞を、子供たちが復活させて舞ったことは、地域の高齢者に大変喜ばれまし

た。

　これからも猪名川甲英高等学院は、優しい阿古谷の人たちと支え合いながら共にあり

続けます。
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●農業

　猪名川甲英には校内に 20平米の菜園があり、さらに地域の耕作放棄地であった 140平米の

畑、200平米の田圃を地域の方からお借りして、有機農業＝化学肥料や化学農薬を使用しな

い農業に取り組んでいます。効率や利益を優先する考え方が行き過ぎて、ほんらいの人間が

だいじにしてきた自然と共生する考え方が蔑ろにされていると思っています。有機農業は「共生

と循環」、さまざまな生物が多様性を持って共生していることを活かした、命のつながりと物質

の循環をだいじにする農業です。まさしく、さまざまな個性を持った子供たちが、お互いを認め

合いながら助け合いながら学ぶ、この学校の考え方にぴったりです。農業を専門的に学びた

い、外に出られるのが楽しい、収穫できて嬉しい…どれであってもいいと思っています。

　得意を伸ばして苦手なことを補い合えるのが農業です。そもそも、これまで彼らが中学で経験

していないものなので、これまで自分の強みだったけど発揮できなかったものに気づくことがで

きます。体力のある子が肉体労働をよけいにしてあげたり、マイペースと言われてきた子が細

かい作業を根気よく丁寧にできたり。野菜に愛情を持つことで子供にスイッチが入ることもあり

ます。

　

　阿古谷の自然に囲まれて、みんなで協力しながら自分たちで野菜を育てる。その経験は、必

ず子供たちを豊かにします。

introintroduction ，　猪　名　川　グ　ロ　ー　カ　ル　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト
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文部科学省「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」への応募・参画

　2018年、文部科学省「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」のメニューの一つである「教育プログラム等の開発」に新規事業として加

わった「学びのセーフティネット機能強化に向けたチーム高等専修学校の構築」のモデル構築に、猪名川甲英高等学院は応募・参画することになり

ました。

・産業界のニーズを踏まえたサービスの提供

・AIの発達やネットの爆発的普及に対応した教育内容の充実

・地方公共団体や企業との連携による地方課題の解決に貢献する人材の養成

・人生100年時代を見据えた生涯を通じた学び直しができる環境の整備

といった文科省の課題意識を踏まえ「未来投資戦略2017（H29/6/9閣議決定）」に記述されている事業です。

　文科省が専修学校等に委託をおこない、各職業分野において今後必要となるあらなた教育モデルを形成するとともに各地域から人的・物的協力

などを得ることでカリキュラムの実効性、事業の効率性を高めつつ、各地域特性に応じた職業人材養成モデルを形成するものです。モデルの募集

は8箇所、年上限1500万×3カ年（2018-2020）のプロジェクトです。
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「地域×生徒×農業 ― 専修学校を核とし相互課題を解決するネットワークの構築 ― 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～猪名川グローカルプロジェクト

　猪名川甲英高等学院は「学びのセーフティネット機能強化に向けたチーム高等専修学校の構築」のモデル構築に、「地域×生徒×農業 ― 専修

学校を核とし相互課題を解決するネットワークの構築 ― 」という事業を提案し、参画することになりました。

　もとより猪名川甲英高等学院は、「各地域から人的・物的協力などを得ることでカリキュラムの実効性、事業の効率性を高めつつ」運営されてきま

した。「地域のためが子供のため・子供のためが地域のため」そういう教育はこれからもゆっくりと醸成していくつもりでした。文科省の事業に参画す

ることを機に、想定していたチャレンジを一気に進めていくことにしました。プロジェクト当初は「文科省の事業に…」と呼んでいましたが、自分たちの

チャレンジにプライドを持つために、また、ご協力いただくみなさんたちにも愛着を持っていただくために、我々はそのプロジェクトに名前をつけること

にしました。

　2018年度から始まる「地域×生徒×農業 ― 専修学校を核とし相互課題を解決するネットワークの構築 ― 」という事業を、私たちは猪名川グロー

カルプロジェクトと呼ぶことにしました。

　猪名川甲英高等学院では、不登校や発達障碍など様々な事情を抱えた子供たちが、有機農業の授業を通じてそれぞれに役割があること、助け

合って活かし合うことで多様性のなかで生きることを学んでいます。

私たちから、農業の学びを通じた「学校＋地域＋外部の企業」によるフレームを提案していきます。

introintroduction ，　猪　名　川　グ　ロ　ー　カ　ル　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト
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　文科省に提案する企画を設計するにあたっては、まずは猪名川甲英高等学院の周辺にある課題の徹底した検証と

整理から始まりました。課題整理は【子供の課題】【地域の課題】【農業の課題】の３つに大きくわけておこなわれまし

た。

　【子供の課題】は大前学園30年の蓄積と現状の学校現場での経験から、【地域の課題】は猪名川甲英3年間の地域

との歩みから抽出しました。

　それに加え、【農業の課題】については新規にインタビューをおこなうことになりました。

project １,　課　題　の　検　証　、方　向　性　の　設　定　、　協　働　の　輪

15



ローカル視点での農業の課題

　　　　　　　　　　　/　JA兵庫六甲猪名川営農支援センター営農相談員・中上和磨氏

・猪名川JAの野菜部会264名のうち青年部（40代）は7名。リタイア後世代がほとんど。

　└リタイヤ後世代は少量多品種・自己消費+αで道の駅販売（地産地消）程度

・「一定量/均一品質/継続出荷」ができないと町外への進出は困難＝ブランド化は困難

　　└（それが可能なら大消費地近畿が近隣なので、量販店への販路はJAが持っているが…）

・ブランド化が困難なので若年層の就農意欲が沸かない

　└（篤農家5名位/うち最低1名経験者くらいでチャレンジは可能なのだが…）

・主体的にチャレンジするチームがあれば乗ってくる農家もいるはず/JAもサポートできる

・「若年層」なしでは猪名川町の農業を「自己消費+α」からブレイクスルーすることはできない。

project １,　課　題　の　検　証　、方　向　性　の　設　定　、　協　働　の　輪
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グローバル視点・スマート農業視点での農業の課題

　　　　　　　　　　　/　ドローン・ジャパン株式会社代表取締役社長・勝俣喜一朗氏

・農業はこれからの世界で可能性を秘めている

　└世界的人口増に伴う食糧不足をIoTで解決する

　└これまでの農薬+化学肥料農業の限界とそれによる地球環境問題

　　その環境課題解決を目指す農業（エコフレンドリーファーミング）が必要

　└高コスト+人材依存なエコフレンドリーファーミングも、技術革新と爆発的普及で実現しやすくなった

・未だ商品化されていない分野で2025年（AI・IoT・ビッグデータ時代）を目途にサービス化していく

　└高いリテラシーを要求してきたこれまでのITから、普遍的に使われる技術にしていく必要がある

　└仕様のブラッシュアップや実証実験が必要

・生産地と消費地を地域限定しない農業、さらにはその農業技術をローカルから世界市場に向けて打って出られる時

代がＩＴ技術により到来している

project １,　課　題　の　検　証　、方　向　性　の　設　定　、　協　働　の　輪
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●子供の課題

・障碍者と健常者とのボーダーライン上に位置する子供の受入先

・不登校生徒が自尊心を取り戻し、人生において再スタートできる教育機関の必要性

・課題を抱えた子供が将来自立し、自己実現できる場を発見する支援をすることの必要性

●地域の課題

・少子高齢化で、地域コミュニティの維持が住民の負担に

・伝統文化が継承できず、地域における「有形・無形」文化財が失われつつある

・農業の担い手の多くがリタイヤ世代で、課題にチャレンジができない

●農業の課題

・若年層の就農がない＝農業の課題にチャレンジする主体が生まれない

・篤農家が持つ「知識・技術・スキル」が次世代に継承されない

・将来的な人口爆発＝世界的食糧不足に対応してエコフレンドリーなスマート農業への転換が必要

【子供】【地域】【農業】の分野における課題を抽出・設定し、そのうえで、具体的なプロジェクトを設計する前提となる、

「猪名川グローカルプロジェクトの基本的な方向性」を設定することができました。

project １,　課　題　の　検　証　、方　向　性　の　設　定　、　協　働　の　輪
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●子供の課題への対応の方向性

・障碍者と健常者とのボーダーライン上に位置する子供の受入先→少人数・個別対応／インクルーシブ教育

　「一般的な高校では埋もれてしまうけれど、特別支援学校では能力を持て余してしまう」といったボーダーライン生徒への対応。教育委員会、放課

後デイサービス、といった関連機関と連携し「少人数教育・個別対応可能な教育システム」を導入することで、個々の障碍のレベルに合わせた教育

をおこなう。

　また、「農業」の授業において、さまざまな事情を抱える子供が混在するなかで、それぞれの特性にあわせつつ共同で農作業をおこなう。それを通

じて障碍者は「共生」を学び、健常者は「配慮」を身につける。

・不登校生徒が自尊心を取り戻し、人生において再スタートできる教育機関の必要性→自尊心を育む教育

　農作物を育てる過程において、「自らが育てた」という達成感を感じる。同時に、その成果である収穫物を自らが食すこと、家族やご近所の方々に

「おいしい」と言ってもらえることは、「達成し、成果を他人に認めてもらえた」という成功体験となる。

・課題を抱えた子供が将来自立し、自己実現できる場を発見する支援をすることの必要性→実践学習とICT

　「農業」は個々の特性に応じて、全ての生徒が活躍する可能性を秘めている。「生産・加工・製品化・販売」における全てのプロセスに関わること

で、社会経済の縮図を実践を通して学び、その各フェーズにおいて生徒達の適性を判断することができる。

　また、学校×生徒・保護者×外部機関(カウンセリング・進路相談)といったネットワークをGoogle G-suiteを活用し構築する。それぞれの連携につ

いて、より迅速かつモレなく対応できるような体制を敷く。

project １,　課　題　の　検　証　、方　向　性　の　設　定　、　協　働　の　輪
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●地域の課題への対応の方向性

・少子高齢化で、地域コミュニティの維持が住民の負担に→イベント参加／地域交流／山林再生

　住民運動会や地域ふれあい夏祭り(旧小学校区のイベント)などに学校をあげて積極的に参加することで地域との交流を図り、実施についての地

域負担を軽減する。子供が地域サロンへ出向き昼食交流会などに参加することで、地域との親交を深めるとともに、地域住民の声を聞き、学校とし

て積極的に地域の情報発信をおこなう。

　また、人工植林の放棄に起因する、「土砂崩れなどの自然災害・鹿や猪などの獣害」といった問題は、地域の安全やを脅かし農業の衰退を助長す

るものとなっている。そのため、森林保全をテーマとした授業を展開し、荒廃した山林の再生をおこなう。

・伝統文化が継承できず、地域における「有形・無形」文化財が失われつつある→地域文化の学習

　地域について学び、地域文化を後世への引き継ぎ可能なかたちで遺す作業を、教育コンテンツとして取り入れる。それを通じて、伝統文化を学ぶ

だけでなく、地域に対する帰属意識を醸成させ、伝統文化の継承を担うことができる。

・農業の担い手の多くがリタイヤ世代で、課題にチャレンジができない→就農意識醸成／地域協働／拠点整備

　就農を将来の選択肢として考える人材を排出する。

　若年層の減少によって活力の失われつつある地域と協働することで、地域に刺戟を与える。

　管理者がいなくなって保全が困難になった古民家を活用し、新たな地域創生における拠点を創出する。

project １,　課　題　の　検　証　、方　向　性　の　設　定　、　協　働　の　輪
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●農業の課題への対応の方向性

・若年層の就農がない＝農業の課題にチャレンジする主体が生まれない→JAとの協働やインターンシップ

　JA等と協働したりインターンシップを活用したりすることで、学習・実習をよりリアルなものにする。また、グリーンツーリズムやインバウンドについて

企画実行までをおこない、観光という視点での農業を学ぶ。

・篤農家が持つ「知識・技術・スキル」が次世代に継承されない→スマート農業ベンチャーとの協働

　スキルの「見える化」と生産技術の効率化と生産物付加価値化、さらに新規需要の掘り起こし力が農業従事者に求められる。そこで、AI・IOTを活

用し、引き継ぎ可能な農業について、ベンチャー企業と共に「開発・研究・検証」を行う。また、生産物をどのようにして新規市場に対して髙い付加価

値をつけて販売していくかを学ぶ。

　さらには、ベンチャー企業における「挑戦し、何かを実現しようとする姿」を肌身で感じ、卒業後の進路について考える機会を創出する。

・将来的な人口爆発＝世界的食糧不足に対応してエコフレンドリーなスマート農業への転換が必要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→スマート農業ベンチャーとの協働

　先端技術で次代の農業に挑戦する企業と協働することで、これからの農業に必要とされる発想を学ぶ。

project １,　課　題　の　検　証　、方　向　性　の　設　定　、　協　働　の　輪
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保田茂氏
神戸大学名誉教授・兵庫農
漁村社会研究所代表
有機農業の実践指導

【地域農業の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

【先端農業の課題】
　に対応する知見を有する

　外部の機関・団体・個人

【地域の課題】
　に対応する知見を有する

　外部の機関・団体・個人

【子供の課題】
　に対応する知見を有する

　外部の機関・団体・個人

学校

認定NPO法人　D×P

猪名川町教育委員会
／特別支援教育分野

放課後等デイサービス
サルビアジュニア

NPO法人
日本タッチカウンセリング協会

作業療法士

猪名川町役場

猪名川町教育委員会
／文化財分野

阿古谷
まちづくり協議会

阿古谷みらい協議会

JA兵庫六甲
猪名川営農支援

センター

なかなかファーム

北山農園

ドローンジャパン
株式会社

関西大学
国際部

外国人留学生との交流体験
外国人留学生との
コミュニケーション
プログラムの企画

東京大学生物機械工学研究室
ダブルシャーププラス（AI）
つじ農園（新農法領域）
ルワンダ共和国
　との共同プロジェクトあり

小学校廃校を活用し、
有機農業の実践を通じて

それぞれの役割や助け合いを学ぶ
高等専修学校

農商工連携
サポートセンター

project １,　課　題　の　検　証　、方　向　性　の　設　定　、　協　働　の　輪

　 これら方向性の設計を校外のさ

まざまな団体や機関の協力を得て

おこなうことで、課題解決をおこなう

チームが自然と構成されました。当

初より、文科省の謳う「各地域から

人的・物的協力などを得ることでカ

リキュラムの実効性、事業の効率

性を高め」る構築がなされ、

「学びのセーフティネット機 能 強 化

に向けたチーム高等専修学校の構

築」のベースとなるべき協働の輪が

うまれました。４つの課題分野ごと

に分かれた４つの分 科 会を構 成

し、2019/11月から、分科会での議

論が開始されました。
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project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ
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保田茂氏
神戸大学名誉教授・兵庫農漁
村社会研究所代表
有機農業の実践指導

【地域農業の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

【先端農業の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

【地域の課題】
　に対応する知見を有する

　外部の機関・団体・個人

【子供の課題】
　に対応する知見を有する

　外部の機関・団体・個人

学校

認定NPO法人　D×P

猪名川町教育委員会
／特別支援教育分野

放課後等デイサービス
サルビアジュニア

NPO法人
日本タッチカウンセリング協会

作業療法士

猪名川町役場

猪名川町教育委員会
／文化財分野

阿古谷
まちづくり協議会

阿古谷みらい協議会

JA兵庫六甲
猪名川営農支援

センター

なかなかファーム

北山農園

ドローンジャパン
株式会社

関西大学
国際部

外国人留学生との交流体験
外国人留学生との
コミュニケーション
プログラムの企画

東京大学生物機械工学研究室
ダブルシャーププラス（AI）
つじ農園（新農法領域）
ルワンダ共和国
　との共同プロジェクトあり

小学校廃校を活用し、
有機農業の実践を通じて

それぞれの役割や助け合いを学ぶ
高等専修学校

農商工連携
サポートセンター

地域農業の課題を議論し、

地域の農業従事者との協働や校外での実習を通じたカリキュラムを設計する

→【企画第一分科会】

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　企　画　第　一　分　科　会　】
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【企画第一分科会】

地域農業の課題を議論し、地域の農業従事者との協働や校外での実習を通じたカリキュラムを設計する

・北山純也＠北山農園 （代表）　猪名川町の若手農業従事者のリーダー的存在・JA青年部会長でもある

・中野耕太郎＠なかなかファーム （代表）　脱サラ後岡山で果樹栽培～大阪で職業訓練教育～4年半前から猪名川で新規就農

・中上和磨＠JA兵庫六甲猪名川営農支援センター　 猪名川の農業の活性化に取り組むJAの営農相談員・実家は観光農園

・大塚洋一郎＠農商工連携サポートセンター （代表）　６次産業化やグリーンツーリズムを支援するNPO法人・元経産省

・谷清/井谷丈志＠阿古谷みらい協議会　 学校との相互発展をめざした地域任意団体

・辻武史＠つじ農園　 三重県で大学や企業と連携しスマート農業をおこなう

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　企　画　第　一　分　科　会　】
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project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　企　画　第　一　分　科　会　】

当初議論の方向性、検討課題

・子供が主体で運営している自校の農園に加え、大規模農家でインターンシップをおこなうとともに、JAの

協力のもと地域主力農産物の生産や販売を学ぶ。

・「阿古谷みらい協議会」と協働してグリーンツーリズムを実施。地元産品を活用した加工品製造や収穫体

験の指導をおこなう。有名レストランシェフや地域住民を招いてスイーツ開発をおこない、地域イベントで

販売する。

26



project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　企　画　第　一　分　科　会　】

地域農家でのインターンシップ

JAに地域農家を
紹介してもらって
協働でスキーム/実習プログラ
ム設計

オリエンテーション

〜マッチング

〜実際のインターンシップ

〜学校のサポート

インターンシップ

成果発表会

〜三者で成果検証

プロジェクトの検証と

リファイン、

報告書の作成

地域/農商工連携サポートセンターとの協働事業

学習・生徒活動を通じて

プロジェクトを進行

産品・加工品の販売、

イベントの実施等

アウトプット

プロジェクトの検証と

リファイン、

報告書の作成

JAと協働でプロジェクト設計

農商工連携サポートセンターと協

働でプロジェクト設計

阿古谷みらい協議会との協働事業

これまでの協議会との

プロジェクトの検証と

リファイン、

再提案、再設計

学習・生徒活動を通じて

プロジェクトを進行

産品・加工品の販売、

イベントの実施等

アウトプット

プロジェクトの検証と

リファイン、

報告書の作成

【企画第一分科会】で当初想定していたプロジェクトの進行
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保田茂氏
神戸大学名誉教授・兵庫農漁
村社会研究所代表
有機農業の実践指導

【地域農業の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

【先端農業の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

【地域の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

【子供の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

学校

認定NPO法人　D×P

猪名川町教育委員会
／特別支援教育分野

放課後等デイサービス
サルビアジュニア

NPO法人
日本タッチカウンセリング協会

作業療法士

猪名川町役場

猪名川町教育委員会
／文化財分野

阿古谷
まちづくり協議会

阿古谷みらい協議会

JA兵庫六甲
猪名川営農支援

センター

なかなかファーム

北山農園

ドローンジャパン
株式会社

関西大学
国際部

外国人留学生との交流体験
外国人留学生との
コミュニケーション
プログラムの企画

東京大学生物機械工学研究室
ダブルシャーププラス（AI）
つじ農園（新農法領域）
ルワンダ共和国
　との共同プロジェクトあり

小学校廃校を活用し、
有機農業の実践を通じて

それぞれの役割や助け合いを学ぶ
高等専修学校

農商工連携
サポートセンター

農業/AIやICT/世界と社会/学びの未来を議論し、

次代を担うべき人材を育成するためのカリキュラムを設計する

→【企画第二分科会】

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　企　画　第　二　分　科　会　】
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【企画第二分科会】

農業/AIやICT/世界と社会/学びの未来を議論し、次代を担うべき人材を育成するためのカリキュラムを設計する

・勝俣喜一郎/春原久徳/辻武史＠ドローン・ジャパン株式会社 （代表取締役社長/取締役会長/農業サービスリードファーマー）　

IoTのなかでもドローンの分野に特化し、海外・IT・農業・人材育成をつなぎ日本で培われてきた循環型農業を世界に発信する企業

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　企　画　第　二　分　科　会　】
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当初議論の方向性、検討課題

「IoT企業と協働して日本の農業をどう世界に拡げていくかを体験学習する」

・ドローン・ジャパンとその協働者たちを講師に迎え、現在の最先端の農業に関する授業を実施、体験する。

・日本の農業のリファインと海外展開について研究する。

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　企　画　第　二　分　科　会　】
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「世界のこれからと農業」の授業・ワークショップの実施

DJから学校スタッフが
最新の知見を学ぶ勉強会を
実施し、共通認識を持つ

子供に対しておこなう

授業や実習の設計

DJによる授業や実習を

おこない、それを受けて

子供たちが議論する

プロジェクトの検証と

リファイン、

報告書の作成

日本の農業のリファインと海外展開の研究

ルワンダ共和国で、

DJと学校で実践する

プロジェクトを企画する

プロジェクトの検証と

リファイン、

報告書の作成

DJから学校スタッフが
最新の知見を学ぶ勉強会を
実施し、共通認識を持つ

海外事業展開を見据えて

子供のレベル別に応じた

英語教育をおこなう

【企画第二分科会】で当初想定していたプロジェクトの進行

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　企　画　第　二　分　科　会　】
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保田茂氏
神戸大学名誉教授・兵庫農漁
村社会研究所代表
有機農業の実践指導

【地域農業の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

【先端農業の課題】
　に対応する知見を有する　外部の
機関・団体・個人

【地域の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

【子供の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

学校

認定NPO法人　D×P

猪名川町教育委員会
／特別支援教育分野

放課後等デイサービス
サルビアジュニア

NPO法人
日本タッチカウンセリング協会

作業療法士

猪名川町役場

猪名川町教育委員会
／文化財分野

阿古谷
まちづくり協議会

阿古谷みらい協議会

JA兵庫六甲
猪名川営農支援

センター

なかなかファーム

北山農園

ドローンジャパン
株式会社

関西大学
国際部

外国人留学生との交流体験
外国人留学生との
コミュニケーション
プログラムの企画

東京大学生物機械工学研究室
ダブルシャーププラス（AI）
つじ農園（新農法領域）
ルワンダ共和国
　との共同プロジェクトあり

小学校廃校を活用し、
有機農業の実践を通じて

それぞれの役割や助け合いを学ぶ
高等専修学校

農商工連携
サポートセンター

阿古谷地域と猪名川町の課題を議論し、

学校と地域の協働で課題を解決するカリキュラムを設計する

→【地域連携分科会】

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　地　域　連　携　分　科　会　】
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【地域連携分科会】

阿古谷地域と猪名川町の課題を議論し、学校と地域の協働で課題を解決するカリキュラムを設計する

・谷清/井谷丈志＠阿古谷みらい協議会　 学校との相互発展をめざした地域任意団体

・仲井常雄＠阿古谷まちづくり協議会　 阿古谷地域の地域団体

　※谷氏は民田地区、井谷氏は下阿古谷地区、仲井氏は上阿古谷地区

・前田悟＠猪名川町企画総務部企画財政課　 猪名川町役場で「高校生フォーラム」を主催

・井上知香＠猪名川町教育委員会教育振興課社会教育室　 猪名川町の文化行政に携わる学芸員

・辻武史＠つじ農園（千年村プロジェクト）　 千年村プロジェクトのメンバー

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　地　域　連　携　分　科　会　】
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当初議論の方向性、検討課題

・まちづくり協議会主催行事（運動会・夏祭り・うどんづくり講習会等）に参画。

・行政イベント（猪名川町の未来を描く高校生フォーラム）に参画して政策提言を実施、地域の魅力向上に

つながる企画や伝統文化継承事業を実施。

・お弁当交流会やいながわまつりや阪神北オータムフェスタに出店参加。

・古民家再生プロジェクトを発足し、新たな地域活性につなげる拠点を創出する。

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　地　域　連　携　分　科　会　】
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地域や行政のプロジェクトに対する参画

学校×地域×行政で
地域参画を議論するボード
（分科会）を立ち上げる

地域課題の整理をし、

既存プロジェクトの検証を

おこなう

子供たちが

地域や行政のプロジェクト

に参画する

プロジェクトの検証と

リファイン、

報告書の作成

地域や行政と協働でプロジェクトを立ち上げる

子供が新規プロジェクトを

企画、提案し、運営する

プロジェクトの検証と

リファイン、

報告書の作成

阿古谷みらい協議会との協働事業

これまでの協議会との

プロジェクトの検証と

リファイン、

再提案、再設計

学習・生徒活動を通じて

プロジェクトを進行

産品・加工品の販売、

イベントの実施等

アウトプット

プロジェクトの検証と

リファイン、

報告書の作成

【地域連携分科会】で当初想定していたプロジェクトの進行

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　地　域　連　携　分　科　会　】

学校×地域×行政で
地域参画を議論するボード
（分科会）を立ち上げる

地域課題の整理をし、

既存プロジェクトの検証を

おこなう
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保田茂氏
神戸大学名誉教授・兵庫農漁
村社会研究所代表
有機農業の実践指導

【地域農業の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

【先端農業の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

【地域の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

【子供の課題】
　に対応する知見を有する
　外部の機関・団体・個人

学校

認定NPO法人　D×P

放課後等デイサービス
サルビアジュニア

NPO法人
日本タッチカウンセリング協会

作業療法士

猪名川町役場

猪名川町教育委員会
／文化財分野

阿古谷
まちづくり協議会

阿古谷みらい協議会

JA兵庫六甲
猪名川営農支援

センター

なかなかファーム

北山農園

ドローンジャパン
株式会社

関西大学
国際部

外国人留学生との交流体験
外国人留学生との
コミュニケーション
プログラムの企画

東京大学生物機械工学研究室
ダブルシャーププラス（AI）
つじ農園（新農法領域）
ルワンダ共和国
　との共同プロジェクトあり

小学校廃校を活用し、
有機農業の実践を通じて

それぞれの役割や助け合いを学ぶ
高等専修学校

農商工連携
サポートセンター

猪名川町教育委員会
／特別支援教育分野

さまざまな課題を抱える子供たちにふさわしい学びやサポートを議論し、

適切なサポート体制を構築する

→【自立支援分科会】

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　自　立　支　援　分　科　会　】
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【自立支援分科会】

さまざまな課題を抱える子供たちにふさわしい学びやサポートを議論し、適切なサポート体制を構築する

・辻真佐美＠猪名川町教育委員会学校教育課　 特別支援教育を推進する指導主事・元中学校職で8年間特支担任

・市橋拓＠株式会社サルビアジュニア （代表取締役）　放課後等デイサービス・児童発達支援

・今井紀明＠認定NPO法人DxP （理事長）　不登校や引きこもりの支援をしているNPO法人

・出口のりこ＠NPO法人タッチカウンセリング協会 （理事長）　心理カウンセラー・子育てコンサル・森のようちえん

・三浦伸絵＠作業療法士

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　自　立　支　援　分　科　会　】
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当初議論の方向性、検討課題

・それぞれの生徒の特性に応じた自己実現のあり方について研究する。

・農業実習を通じてそれぞれの生徒の課題解決の進捗について研究する。

・IT機器を活用し、特性に応じた補助をおこなう。

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　自　立　支　援　分　科　会　】
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農業を通じたインクルーシヴな教育プログラムの策定

障碍の特性に適した作業や、そ

の効果の仮説策定

策定された仮説を元に、教育活

動へ取り組む
教育効果検証する

プロジェクトの検証と

リファイン、報告書の作成

少人数、個別対応可能な教育プログラムの策定

外部機関と連携し、IT機器や、

最先端のトレーニング導入を検

討

保護者や専門家と相談し、プロ

グラムを受ける生徒を選定
教育効果検証する

プロジェクトの検証と

リファイン、報告書の作成

【自立支援分科会】で当初想定していたプロジェクトの進行

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ　【　自　立　支　援　分　科　会　】

農業に限定せずさまざまな分野へのインターンシップ

農業を含む各種事業者に対して

インターンシップを

提案、連携先の開拓

オリエンテーション
〜マッチング
〜実際のインターンシップ
〜学校のサポート

インターンシップ

成果発表会

〜三者で成果検証

プロジェクトの検証と

リファイン、報告書の作成

ITを活用したネットワーク構築

Google G-suiteを活用した、ネッ

トワークの構築

および導入概略を策定

レンタル機器を導入し、

試行

プロジェクトの検証と

リファイン、

報告書の作成
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分科会の設定と2018年度のプロジェクト進行における、基本的な考えかた

・企画設計に先んじた課題抽出の議論に協力いただいた方々や、従前から猪名川甲英高等学院の学校教育に対し

て支援・アドバイスをいただいていた方々によって、４つの分科会を形成し、それぞれ月１回程度の会議を開催しなが

ら議論を進行していくこととした。

・企画第一・企画第二・地域連携の３分科会については、次年度以降に実施したい協働講座の試行実験として

2019/1月に「実証講座」を実施したうえで効果を検証し、次年度以降の事業設計に反映させることとした。

・当初の分科会の議論の方向性やプロジェクト進行の想定に束縛されることなく、専門家の方々との充実した議論の

進捗を踏まえて、取り組みや議論の方向性・プロジェクト進行・次年度以降の想定・分科会やプロジェクトのメンバー

についても随時変更や修正をおこないながら進めていくこととした。

project ２,　４　つ　の　分　科　会　の　構　成　と　キ　ッ　ク　オ　フ

40



project3,　企　画　第　一　分　科　会　の　議　論　と　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト

project3,　企　画　第　一　分　科　会　の　議　論　と　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト

学
校

阿古谷みらい協議会

JA兵庫六甲
猪名川営農支援

センター

なかなかファーム

北山農園

農商工連携
サポートセンター

・北山純也＠北山農園（代表）　猪名川町の若手農業従事者のリーダー的存在・JA青年部会長でもある

・中野耕太郎＠なかなかファーム（代表）　脱サラ後岡山で果樹栽培～大阪で職業訓練教育～4年半前から猪名川で新規就農

・中上和磨＠JA兵庫六甲猪名川営農支援センター　猪名川の農業の活性化に取り組むJAの営農相談員・実家は観光農園

・大塚洋一郎＠農商工連携サポートセンター（代表）　６次産業化やグリーンツーリズムを支援するNPO法人・元経産省

・谷清/井谷丈志＠阿古谷みらい協議会　学校との相互発展をめざした地域任意団体

・辻武史＠つじ農園　三重でドローン米を作る
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分科会＃１/2018年11月5日

【課題の共有】

大前(学校)/ 地域農業に学校で参画したい。職業教育に地域とともに成果を残したい。

中上(JA)/ 猪名川からも特産品を作れるはず。でもリタイヤ世代の就農が中心で高齢化し、エネルギーがない。

北山(農家)/ 25歳で就農し30歳でハウスを継いだ。何が儲かるのかを考えてやっている。売るアイデアを若者に期待したい。

中野(農家)/ 都会に近い立地なので農業でがんばろうと思う専業者が少ない。新規就農や後継者を育成しなくてはいけない。

北山(農家)/ 農業は初期投資が大きいがチャレンジしないと儲からない。リタイヤ組と同じつもりでやっていてはいけない。

谷(地域)/ リタイヤしてから地域で趣味的に始めた。休耕田の面倒を高齢者が見ているのが気の毒で。

辻(オブザーバー)/こだわって作ったものは安売りしないこと。評価してくれるところに売ること。問題は販路だけ。

大塚(６次産業化NPO)/ブランド化のポイントは人。複数の農家×役所×販路。高校生はきっかけになれる。

project3,　企　画　第　一　分　科　会　の　議　論　と　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト
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【高校生に期待すること】

中野(農家)/ 子供たちが食の現場を知らない。根本的な食育が必要。

大塚(６次産業化NPO)/発信が重要。地域農家×高校生、というのは発信力がある。

大前(学校)/ 高等専修学校はカリキュラムの自由度が高いので意欲的な取り組みが公立高校より容易。

北山(農家)/ 高校生発信で何かを始めるなら、農家は手伝えるし役所も協力するだろう。それを高校生が発信してほしい。

大塚(６次産業化NPO)/高校生と地域農家で作ったものを高校生が売る。1月に実証講座ならイチゴがいいかな？

北山(農家)/ （北山農園はイチゴも主力作物）摘果を手伝わせるのもよし、収穫をさせるのもよし。

大塚(６次産業化NPO)/一日しんどい手伝いをして、翌日自分たちで売ったりするのは楽しいだろう。

中上(JA)/ 学校との協働なら喜んで協力する。売れる場所は検討できる。

１月の実証講座で、「北山農園のイチゴハウスでの作業実習＋JAの協力で販売実習」をしていくことが大筋の方針に。

それを踏まえて、その学習効果・協働を発信する方法・次年度以降の学習カリキュラムの構築、などを議論しよう、ということに。

project3,　企　画　第　一　分　科　会　の　議　論　と　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト
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project3,　企　画　第　一　分　科　会　の　議　論　と　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト

北山農園の視察と実証講座の検討/2018年11月15日

全学年生徒で北山農園に訪問して作業～全生徒で動くほうが、全教員を動員できるのでサポートしやすい

摘果／葉掻き、収穫、パック詰めなどをレクしたうえで生徒が実習

農園での実習を前に、学校で北山氏に講演をしてもらったほうがよくないだろうか

～イチゴという作物の紹介と規模、栽培のスケジュール、どんな手間がどんな想いでかけられているか。

北山農園のハウス内部

規模も大きく、全生徒が実習
をさせてもらうこともじゅうぶ
ん可能。
作業がしやすいように＝作
業コストが抑えられるよう
に、イチゴが作業しやすい高
さに栽培されている

ハウス内部の機器類

温度や明るさや水の世話な
どが機械で集中管理されて
いる。大きな投資をすること
で、効率的に品質のよいイ
チゴをたくさん収穫できてい
る。

JAでの実証講座（販売実習）に関する打ち合わせ/2018年11月27日

JAの営農支援センターに隣接する「道の駅農作物販売センター」で販売実習をすることに。スーパーやショッピングモールなどでの販売もおもしろそ

うだが、初めに猪名川甲英高等学院とJAや道の駅の間で連携の実績を作っておくほうが今後のプロジェクト（JAのイベントでの協働）に展開を持た

せやすいだろう。

JAの「営農支援センター便り」などに告知広告を掲載する。
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project3,　企　画　第　一　分　科　会　の　議　論　と　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト

分科会＃２/2018年12月17日

【品質のよい作物を作って高く売ること、農業で稼いでいくということ～実習で子供たちに何を伝えるか】

北山／

ハウスには1500万かかっている。4000株。補助を活用してフルスペックのものを建てた。「若いうちにしんどい思いをしよう」

全自動で機械化されているぶん少人数化＋他の作業ができる。水やりに3時間かかっていたら他の作業ができない。

放置したらシーズンで200万円～手をかければ500万円。ハウスに金をかけると収穫回数が4回→6回に増える。

極力農薬を避けたい。UVB（赤外線照射器具）でうどんこ病を防いでいる。

イチゴが高いのは手間代。花が実になるのに40日かかる。いいものを作るには手間がかかる。1粒50円～100円。

摘果をして大きいものを作らないと商品価値が下がる。もらって嬉しいイチゴ。作っても高く売れる販路がないと意味がない。

「おいしい」と直接言われないのだから、「高く売れた」という事実こそが評価。

高額商品なので最高の状態で収穫しなければいけない。急がなくていいから丁寧に作業してほしい。

実習に先んじて、いまの北山さんによる「農家という稼業」についての事前講義が必要ではないか。

「自分たちの野菜を売りたい」→「売れるためにはどうすればいいか」などを議論できるようにしたい。

北山さんの話や北山農園での実習で、子供が何に関心を持ったのかをきちんとモニターしたい。

単なる社会見学ではなく、農家という生き方や、農業でお金をどう稼いでいるのかに興味を持ってほしい。
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project3,　企　画　第　一　分　科　会　の　議　論　と　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト

学校内部で、農園実習と販売実習の目的を確認→猪名川甲英でのすべての農業学習の総棚卸へ

【目的の確認】～働く意識を養い、お金をどうやって稼ぐのかというモノの流れを学ぶ

１）収穫したものは商品化してお金に変わり、人に渡る。そのためにはたいせつに育て、丁寧に収穫し、商品化しなければいけない。これまでのよう

に収穫して自分が食べるものだけではないことを意識して、農業の取り組み＝自分たちが生きていくうえでたいせつなお金に替わるという意識を持

つ。

２）よりすばらしい商品とするために、施設や設備への投資もたいせつであることを知る。

３）地域と連携し、猪名川で穫れたおいしい作物が多くの人の手に届き、猪名川のすばらしさを知ってもらう。

４）収穫から商品化、販売に至るまでの流れを体験することで、生産者の努力や苦労、商品が売れたときの喜びを知る。

５）新学習指導要領に則り、農業の科目を見直しし、一人ひとりの特性に応じた学びを得られるようにする。

６）農業のすばらしさを知り、卒業後に農業に関わったり就農したりする人材を育成する。

北山氏や中野氏、JAの中上氏などと実証講座の設計に関わる議論をするなかで出てきたのは、外部との意欲的な実習を効果的に活用するために

は、猪名川甲英でおこなわれている農業の学習を総棚卸する必要があるということでした。

　何年生で何をどういう順序で学んでいって卒業時までにどういうことを修了させるのか、学校の農園での実習と学校での座学と外部との実習をどう

いうふうに重層させていくべきなのか。学校の農業の学習のすべてを再構築することこそが、この猪名川グローカルプロジェクトの最終的なゴールに

なりうるのではないかという仮説が生まれてきました。
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事前講義の内容骨子について北山氏・中野氏との打ち合わせ/2019年1月9日

【農業について】（専業農家として生きる理由について～農家で輝いているカッコいいオトナ）

～人から偉そうに言われるのが嫌なら自分でやるしかない～土地もあるし農業をしよう→ハウス1棟を父にもらって始めた

～当時若手の農家がほとんどいなかったので、10年後には必ず勝てると思った～どうせやるなら成功したいので増やしていった

～自分の性に合うことで生きていきたい～農家をやるなら金にならないものを作っても仕方ない

～農業は季節の収入の波がすごい＝収穫するまで収入はない

～要領の悪いことをするのはだめだ、考えて努力する～その努力が何につながっているのかをちゃんと理解してやらないと

～うまくいっていない農家はロスが多い～作業のロス、作物選びのロス

【イチゴのはなし】 （北山農園のイチゴやハウスを尊いものときちんと認識する）

～安い時期の安いモノは298円～高額な贈答用は1500円／北山農園のは400円～600円、この時期のは早いので600円

～よいイチゴにする/収穫を増やす/コストや手間を下げるために何をするのか

～北山農園で実をつけているイチゴの株は一年半かけて育てた苗＝手間がかかっている

～北山農園のハウスにはどんな設備がついているのか、そしてどれくらい金がかかっているか

～高額なハウスも、品質のいいイチゴをしっかり収穫して売っていけばモトがとれる

～北山農園のイチゴは金も手間もかけた宝物、敬意を持って実習にきてほしい

～学校からは、農業の勉強だからということで受けた。遊びのイチゴ狩りと違う～でも楽しんでね
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北山純也氏の講演（＠猪名川甲英高等学院）/2019年1月17日

ハウスには4000株、みんなで手分けして摘果の作業をしてもらう。

イチゴは1株に30くらい実がなる。でもそれだと小さいイチゴになって商品価値が低い。

そこで、15くらいに摘果すれば大きな実になる。

いっぽうで、摘果しすぎると大きくなるのはなるけれど個数が少ないと採算が合わない。

高く売れることが重要。

イチゴ以外も、とにかく高く売れる作物をどうすればたくさんできるか考えている。

全自動で動いているハウスには1500万円かかっている。

暖房も焚いてライトもつけて、イチゴに休眠させないようにしている。

農家は波がある。収穫するまで収入がないのに支出だけがかさむ。

実は学校の件はだいたい断ってきた。

自分はイチゴで勝負しているので軽率な気持ちで来られると困る。生活がかかっている。

猪名川甲英の依頼なので請けた。当日は真剣に。でも、楽しく取り組んでね。
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北山農園におけるハウスイチゴ作業実習（実証講座）/2019年1月28日

　時期的にイチゴがあまりできていなかったので、収穫作業は

できず、摘果の作業をさせてもらうことになりました。自分たち

の農園の栽培と違って"売り物"だということで生徒の緊張感

は高いようすでした。どれを摘むべきで、どれは摘んだらダメ

で。

　最新鋭の設備や、ウドンコ病とその対応など、「自分たちが

作って食べる農園」とは違うぶぶんに子供たちは関心が高

かったようです。
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　ハウスでの摘果作業が終わった子供たちは、隣の現場で、

別の作業の手伝いをすることになりました。

　「そこに摘んである土をどんどん軽トラの荷台に放り込んで

いってくれ」と北山さんに言われた子供たちは、われ先にと作

業に取りかかりました。「バケツリレーでやったらいいやん」と

いうオトナに対して、「バケツリレーの仕組みや役割を説明す

る手間を考えれば、何も考えずにみんなでやったほうが早い

です」と言う委員長にオトナたちは「たしかに…」と大笑いでし

た。

　作業が終わって北山さんから「ほんまに助かった！うちの従

業員でやるのもたいへんやと思ってたんや」と言われて、みん

なとても嬉しそうでした。貢献できた、自分たちのやったことが

感謝された、認めてもらえた。こういう経験を効果的に積ませ

てあげることがだいじなんだと気付かされました。
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道の駅/JA支店前での販売実習（実証講座）/2019年1月29日

　農園での作業と違って販売実習は、全校生徒がいっぺんに

おこなうことができません。時期的なこともあって参加するの

は1年生と2年生に限定し、

・道の駅で販売をする

・道の駅の販売の呼び込みをする

・道の駅のバックヤードでの仕事をお手伝いする

・JAのマルシェ＠JA支店のお手伝いをする

にわかれてそれぞれの実習をおこないました。
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　販売実習では、お客さんに直接接すること、声をかけられる

ことが彼らにとって刺戟だったようです。前日の北山農園実習

でも、北山さんに「助かったわ」と言われたときの特別嬉しそう

な表情が印象的でした。

　彼らの多くは中学校を楽しい場所として過ごせなかった子供

たちです。社会や他人から必要な存在として扱われること＝

承認欲求が満たされることこそが、彼らに必要なことのような

気がしました。
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北山農園におけるハウスイチゴ作業実習：実証講座のアンケートによる振り返り

【今日の活動で何にいちばん関心が湧きましたか　 】

A）高く売れるよいイチゴを作るための手間や工夫

B）農業には多額の資金が必要であること

C）実際の農家さんと接したり、実際の農場で体験できたりしたこと

D）その他のこと

E）あまり勉強にならなかった・楽しめなかった

【実際の農家で体験をしてみて、自分たちが学校でやっている農業といちばん違うなと思ったことはなんですか　 】

【実際の農家で体験をしてみて、自分たちが学校でやっている農業と同じだなと思ったことはなんですか　 】
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1年

【質問１】今日の活動で何に一番関心が湧きましたか？

Ａ）高く売れる良いイチゴを作るための手間や工夫

Ｂ）農業には多額の資金が必要であること

Ｃ）実際の農家さんと接したり、実際の農場で体験できたりしたこと

Ｄ）その他のこと Ｅ）あまり勉強にならなかった・楽しめなかった

【質問２】実際の農家で体験をしてみて、自分たちが 学校でやっている農業と一番

違うなと思った ことは何ですか？

【質問３】実際の農家で体験してみて、自分たちが学校でやっている農業と同じだなと思った

ことは何ですか？

女 Ａ たくさんあるのに一つ一つ手作業でやっていてすごいと思った。 摘花するのは難しかった。 しゃがまなくていいように胸の高さの位置にあった。 黒マルチ

女 Ａ イチゴの収穫をして、ちょっとしんどかった。 緑の葉っぱを探すのが一番難しかった。 イチゴの収穫を体験して、ちょっとしんどかった。

男 Ａ 高く売るためになるべくミスを減らして時間を かけていることがすごかった。 生活が懸かっているから一つ一つのミスがないようにするのが違うところ。 楽しんでやっていること。

男 Ａ イチゴの苗で小さな蕾を取り除いて、よいイチゴを作るのには、手間がかかると思った。 設備が整っているので、土やイチゴが良く育っていた。 ハウスやマルチが同じ。

男 Ａ 一つ一つ見ていくとすべて同じに見えてくるけどちゃんと数えて手間をかけているところがすごかった。 ハウス内の設備。 外の畝に黒マルチがあったこと。

男 Ａ
プロの人は１列を一時間かけてやっていると 聞いたので、それを考えてしているとなぜか、

 ありがたい気持ちでいっぱいになった。 作物の量。設備にかかる費用。 農作業への思い。

女 Ａ
イチゴを育てているハウスが印象的だった。蜂がいたり、ほとんどが自動だからすごいと思った。

うどんこ病になっていたイチゴを見て、一つ一つとってあげるという手間もあった。 ハウスに電球が紫外線ライトなどがついている。 大切に育てること。

男 Ａ
水やりはレバーみたいな物があったのでそれでやるのかなと思った。

イチゴ一つ一つに手間をかけていて農家さんってすごいと思った。

学校での農業では失敗しても、もう一回チャレンジ出来るけど農家さんはそれで生

活をしているので失敗が許されないという所。 道具の一つ一つを綺麗に使っている所。

男 Ａ イチゴの育て方を手間や工夫など習いたい。 広さが違う。 道具一つ一つ。

女 Ａ
最初に先生にイチゴのとり方を教えてもらった時、簡単かと思ったが横にはみ出しているものだけじゃなく、

根本にもたくさん蕾がついていたり形が崩れているものを取る見分け方など、正直難しく、楽しく出来た気がする。 野菜の量（種類）など。設備。 ビニールハウス。（玉ねぎ）ビニールマルチ。

女 Ａ 一株ずつ確認し、大きく良い物を作るために手間をかけていた。

北山農園の方はイチゴでお金をたてているので普段よりも丁寧に扱わないといけ

ないと思った。 他の物に栄養がいかないように、いらない物を取る作業。

男 ＡＢ
生育から、手間や時間をかけている事がわかった。本当に良い物を作るんだったら、

何万円という多額なお金を使うから農業ってすごいなと思った。 多くの資金を持っていること。 育て方は、学校でやっている方法と似ている様な気がした。

男 ＡＢ
高く売れるためのイチゴの何気ない手間を入れることによってイチゴに対する思いが伝わってきた。

農業に多額の資金が必要になることがわかった。 机があること。机があるのとないのでは違うと思う。 摘む作業。

男 ＡＣ 学校で教えてもらっているより、リアルで農家さんの苦労を感じた。 イチゴ一つ一つにすごく気を使っていること。 掃除の時に、一つ一つ大事にしていたこと。地味な作業。

男 Ｂ ひとつのハウスで１５００万かかっていると聞いたから。 手間をできるだけなくしていた。 摘花は人がやっている。

女 Ｂ
たくさん実っている内、自分が間引いただけでたくさんとったので、

多額の資金をかけて本当においしいイチゴを作っているんだと思った。 十分な設備。害虫の対策等。プランター栽培。 大切に育てること。

男 Ｂ ハウスなどを見て多額のお金が必要であることを知ってよかったと思う。 学校の時より緊張感があった。 同じ、ハウスでやっていたこと。野菜と果物の違い。

女 Ｂ
良い物を売るには努力も必要だし、お金もかかってこその農業だと思った。自分や親しい人にあげるには多少の

努力でいいが、”売る”となったらお金と努力、時間もかかって大変だと思った。 ビニールハウスの広さ。お金のかけ方。 手間をかけて育てる。手間のかけ方は違うけど手間や努力をかけるということ。

男 ＢＣ
より良いイチゴを作るためにイチゴを人の目で厳選していて、

これだけ手間を省いていても、やはり人の目は必要なんだと思った。

一つの野菜に対する畑（ビニール）の大きさの差が違うと感じた。農家として働くに

はこれだけの面積が必要なのだなと感じた。

良い物を残し、悪い物を切るという作業は自分たちもしていることだった。やはりいま自分達

がしている事は重要なことを勉強していることだと感じた。

男 ＢＣ 実際の農家さんと会うことで学校でする農業とはまた違った考えが出来たこと。ハウスの1500万円はびっくりしました。

学校でやっている農業は失敗しても、また挑戦できるけど、プロの農家さんでは失

敗は許されないこと。 畑をやろうと思う気持ち。

男 Ｃ いちご狩りでは体験できない。正直楽しかった。 温度など細かく調整していた。 ハウスがある。

男 Ｃ
普段、学校で授業としてやっているのとは規模、そして育てている苗の数も違い、農業で生活していく大変さや苗の管理の大変

さなどを学ぶことが出来た。 ハウスの大きさ（規模）。育てている苗の数。 摘花などの管理作業（摘しん・脇芽取りなど）。

男 Ｃ 今回の活動でイチゴにもうどんこ病があることや、イチゴを大きくするための育て方。 紫外線を使って虫を退治すること。 病気がついた物を取ること。

男 Ｄ イチゴの苗をよく見る必要があったからです。 中が広くて移動が大変だと思った。 植物を抜いたりすることだけは同じだと思った。

女 Ｄ イチゴの間引きをしたときに、いっぱい蕾が集まっていてすごいと思った。

イチゴの授粉用にミツバチを使って成長させるところ。水やり用のパイプがあるこ

と。 なし。

男 Ｄ こんなに多くのイチゴを育てているんだ。 電球をつけている。 花の部分でいらないところはとる。

男 Ｄ イチゴのウドンコが、人の皮膚病に似ていた。 作ったものを売っていること。 農業をしていること。

男 Ｄ ミツバチさんがいた。動物界。節足動物門。昆虫網。膜支羽目。細腰亜目。 ミツバチさんがたくさんいた。ミツバチさんがイチゴの花に止まっていた。 植物と昆虫の関係性。植物と昆虫の共生。

男 Ｄ うどんこ病は、葉は治るけど果につくと治らないとわかった。 土はしているけど、植えている位置が違った。下はビニールを張っている。 ハウスで夏物を育てていること。

男 Ｅ 将来に役立つようには思えなかった。 最新 間引き
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2年

【質問１】今日の活動で何に一番関心が湧きましたか？

Ａ）高く売れる良いイチゴを作るための手間や工夫

Ｂ）農業には多額の資金が必要であること

Ｃ）実際の農家さんと接したり、実際の農場で体験できたりしたこと

Ｄ）その他のこと Ｅ）あまり勉強にならなかった・楽しめなかった

【質問２】実際の農家で体験をしてみて、自分たちが 学校でやっている農業と一番違うなと思った ことは

何ですか？

【質問３】実際の農家で体験してみて、自分たちが学校でやっている農

業と同じだなと思ったことは何ですか？

男 Ａ
うどんこ病のイチゴを見つけることはとても骨がおれた。それを身をもって体験することでより大変さや手

間や工夫が伝わりました。 1500万のビニールハウス。 ポットが発泡スチロールだったところ。 生を育てるという所。

女 Ａ 一つ一つのイチゴを見て、いらない花とか形が悪いものを千切るのが大変で手間がかかるなと思った。 植え方が全然違うなと思った。 発泡スチロールを台にして植えていた。 温度。 ビニールハウスの中はちょっとだけ温かかった。

女 Ａ イチゴの苗はいっぱいあることは知っていて、育てることも大変なことが体験してわかった。 プロの農家さんと比べると植えている量が違うことがわかった。 植え付ける幅を気にして植え付けているところ。

男 Ａ 販売のために紫外線やライトなどを丁寧に手間を掛けて4000株を見ていたのはすごいと思った。 それをお金に変えていること。 すごく手間をかけていること。 有機でやっていたこと。 ハウス内でやっていたこと。

女 Ａ 10個以下にしないとあまり育たないことがよくわかった。 量が違うと思った。 近くに育ちすぎると、幅が狭すぎて、あまり育たなくなること。

男 Ａ
初めてイチゴを売ることを仕事にしている人のハウスのところに行って、ハウスがとても大きかったし、たく

さんのイチゴがあってのを見てすごいと思った。 いまやっていることが仕事としてやっていること。 地道な作業。

男 Ａ
目で見て細かい作業をして大変だと思った。これが稼ぎになるって考えたら1つ失敗しただけで全部無くな

りそうで怖くなった。 設備が違った。 よく目で見て観察すること。

男 Ａ イチゴ愛情いっぱいだなと思った。 ハウスの広さ。 植物の命の大切さ。

男 Ｃ わからないことがあるとすぐ聞けた。 イチゴが背の高さと同じくらいなので、見やすかった。 マルチをしていた。

女 Ｃ 実際に花を摘む体験をした。 設備。 注いでいる愛情。

男 Ｃ 実際の農家さんと一緒に実習したこと。これからも頑張ろうと思った。 イチゴの管理や他の種類も管理していること。 管理と間引きが自分たちが学校でやっている農業と同じなだと思った。

男 Ｃ 初めてイチゴのハウスを見てすごいと思った。 綺麗だった。 土があった。

男 Ｃ 細かい所まで見る重要さ。 行っている範囲の広さ。 枯れているものの除去。

男 Ｃ 10個以上余分に生えた蕾などを除去したり、うどんこ病を処分したり大変だということを知った。 果物を作っていないこと。 間引きに似たことをしていること。

男 Ｂ 多額の資金をかけて美味しいイチゴを売っているんだなと思った。 丁寧に育てていること。 不要な芽をとる作業が間引きの作業と同じだなと思った。

男 Ｂ ハウスだけで1000万円かかることを知った。 ハウスの中の機械が全然違った。 手間と労力。

男 Ｂ すごい機械があった。それほどイチゴにかけているだと思った。 地面ではなく、手作業ができる場所だなと思った。 手作業。

男 Ｂ 1500万円もかけて手間を少なくしていた。 高く売るためにイチゴを育てている。 できるだけ作物を不良品にしないようにしている。

男 Ｄ
未熟のイチゴ（赤くないイチゴ）すごく固くて、そのイチゴが熟成して大きくなって赤くなった時は10倍くらい

の大きさになると知った。 2つのビニールハウスが合体していること。 ビニールハウスが似ていた。

男 Ｄ いい勉強になりました。 一つ一つ実を大切にしてすごいと思った。 力合わせだと思う。

男 Ｅ

実際に農家の方と話す時間が短く（もしくはない）、疑問に思ったことに対して解決できない部分が多かっ

た。

ただ作業について考えたり、イチゴの世話するのは面白かったのでまたやりたい。

トマトやナスなどの野菜と似ている部分もあったが、葉っぱの付き方が違っていて面白いと思った。機械

がうちにあるものと違っていたことが気になった。 効率的にしても人間の手間が必要だということ。
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3年

【質問１】今日の活動で何に一番関心が湧きましたか？

Ａ）高く売れる良いイチゴを作るための手間や工夫

Ｂ）農業には多額の資金が必要であること

Ｃ）実際の農家さんと接したり、実際の農場で体験できたりしたこと

Ｄ）その他のこと Ｅ）あまり勉強にならなかった・楽しめなかった

【質問２】実際の農家で体験をしてみて、自分たちが 学校でやっている農業と一番違うなと思った ことは

何ですか？

【質問３】実際の農家で体験してみて、自分たちが学校でやっている農業と

同じだなと思ったことは何ですか？

男 Ｂ

実際に計算したり、考えたりしたことが無かったので、今回入ったハウスの値段や作物の値段を聞いてい

ると思ったより高額だったので、

たくさんの資産がいるのだと感じた。 規模、設備など作物だけじゃなく環境が全く違うなと感じた。

農業以外でも言えることだが、大切なのは理解だということ。作物、環

境に対する理解がなければうまく育てることは出来ない。

それはどこの農家さんも同じだと思う。その点は自分たちの取り組み

にも共通する部分だと思った。

男 Ｂ ハウスなども1500万円もして作っているから。 ハウスの違い（費用）。 北山農園 1500万円。猪名川甲英 200万円。 同じ野菜を育てている。

男 Ｂ ハウス代と湿度を保つお金がかかると思った。 ハウスが大きく生活として農業をしている所。 間引きをしていた所。

男 Ｂ 莫大なお金がかかっても続けられるということはそれだけ好きだからなのかなと思った。 お金。 軽トラを使った。

女 Ｂ 資金がないと何も始まらないので必要だと思った。 売り物か、売り物ではないか。 自分たちで育てている。

男 ＢＡＣ イチゴの間引き。 細かい作業が多い。 間引き。

男 ＢＡＣ イチゴの摘しんは、見分けがつきにくかった。

女 ＢＡＣ
高く売れるイチゴを作るのは大変なことだし、多額の資金が必要でびっくりした。農家さんの農場で体験で

きてよかった。 1から作ることはあまりないと思うので違うと思った。 間引きをするところが同じだと思った。

男 ＢＥ 施設などに多額の資金が必要と知れた。 寒かった。 プランターで育てている。 土を使って育てていること。

男 ＡＣ
高く売れる良いイチゴを作るためには、お金があるだけでは出来ないと思った。実際にやってみてものす

ごく大変だった。でも良い学習となった。 農業を生活の中心にしている。 体力と自分との向き合い、そして植物への声かけ。

男 ＡＣ 作業をさせていただいたことで、少しのミスも許されないんだと改めて実感することができた。 僕たちがいつもやっている作業とは違って、イチゴが収穫できるまでにすごい工程をはさんでいること。 間引きをしているところと、作っている間の苦労など。
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道の駅/JA支店前での販売実習：実証講座のアンケートによる振り返り

【今日の活動で何にいちばん関心が湧きましたか　 】

A）お客さんと接すること

B）販売をしている人たちと接すること

C）お金をいただくこと

D）その他のこと

E）あまり勉強にならなかった・楽しめなかった

【農業に関わることで、学校の外でこれからやってみたいと思うのはどんな実習ですか　 】

A）先日やったイチゴ農場での実習

B）他の作物の農場での実習

C）道の駅やJAでの販売実習

D）スーパーなど他の場所での販売実習

E）農家さんやJAの人たちなど学校外部の人と何かを企画するような実習

F）その他
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イチゴの販売

【質問１】活動で何に一番関心がわきましたか？

Ａ）お客さんと接すること

Ｂ）販売をしている人たちと接すること

Ｃ）お金をいただくこと

Ｄ）その他のこと

Ｅ）あまり勉強にならなかった・楽しめなかった

【質問２】先日は農場での実習、本日は販売の実習を行いました。農業に関わることで、

学校の外でこれからやってみたいと思うのはどんな実習ですか？

Ａ）先日やったイチゴ農場での実習

Ｂ）他の作物の農場での実習

Ｃ）道の駅やＪＡでの販売実習

Ｄ）スーパーなど他の場所での販売実習

Ｅ）農家さんやＪＡの人たちなど学校外部の人と何かを企画するような実習

Ｆ）その他

１年

女 Ａ

お客さんと接することで買ってもらえたり、猪名川のことを知ったりと、人と繋がることが出来たから。

Ｄ 他の場所で販売実習することで、コミュニケーションがついたり、反省点を活かせることが出来るから。

男 Ａ

普段売っている側の人の目線で仕事が出来たから。

Ｄ 品物の並びや種類についてよく学べた。

男 ＡＣ

お客さんと接する時に笑顔で迎えたら相手も笑顔になってよかった。何かを自分で育ててお金をもらうことは大切で大変なことなんだ

なと思った。

Ｂ 他の作物とかの勉強もしたいから。実習もあるので楽しいから。

男 Ｂ

実際に販売者と関わることでどういう風にやっているのかを知ることが出来た。

Ｅ 他の農家さんなど、普段関わることがない人たちと関わることの楽しさを知ったから。

男 Ｄ

あの環境には生物はいなかった。

Ｆ 生物と関わることがしてみたい。

男 Ｄ

お客さんにどうしたら買ってもらえるか考え、POPを作ったり呼び込みの仕方を考えたりしたことが勉強になった。

ＥＦ

甲英の学生が地域の人達と企画できるような実習は魅力的だと思った。他に今は自分たちが食べる用に畑を使っている

が販売用に畑を作っても良いと思った。

男 Ｄ

販売の時、他の人についていけなかったので袋にイチゴを入れたり、ポップ作りの方にまわったので、来年もあったら販売の方を頑

張ろうと思う。

Ａ 今回のイチゴの体験は農業に生活をかけているので、真剣に取り組むことが大切だから。

２年

男 Ａ

接客が初めてだったから。

Ａ 実際にイチゴを見たり触れたり出来るから。

男 Ａ

お客さんとコミュニケーションがとれたから。

Ｃ 販売の練習になるから。

男 Ａ

寒いけど頑張ってた。

Ｃ もう一回やってみたい。

女 Ｃ

商品をお金に変えるのに、寒いや暑い関係なく大変だと思った。

Ｅ 普段学べないこともあると思うから。

女 Ｄ

物を販売することの大変さがよくわかった。

Ａ 一つ一つ苗の中からいらない物をとる作業をまたしてみたい。

男 Ｅ

バイトでほぼ同じことをしているから。

Ｂ イチゴだけでなく他の作物も作ってみたいと思ったから。
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呼び込み

【質問１】活動で何に一番関心がわきましたか？

Ａ）お客さんと接すること

Ｂ）販売をしている人たちと接すること

Ｃ）お金をいただくこと

Ｄ）その他のこと

Ｅ）あまり勉強にならなかった・楽しめなかった

【質問２】先日は農場での実習、本日は販売の実習を行いました。農業に関わることで、

学校の外でこれからやってみたいと思うのはどんな実習ですか？

Ａ）先日やったイチゴ農場での実習

Ｂ）他の作物の農場での実習

Ｃ）道の駅やＪＡでの販売実習

Ｄ）スーパーなど他の場所での販売実習

Ｅ）農家さんやＪＡの人たちなど学校外部の人と何かを企画するような実習

Ｆ）その他

1年

女 Ａ お客さんと接することで買ってもらえたり、猪名川のことを知ったりと、人と繋がることが出来たから。 Ｄ 他の場所で販売実習することで、コミュニケーションがついたり、反省点を活かせることが出来るから。

男 Ａ 普段売っている側の人の目線で仕事が出来たから。 Ｄ 品物の並びや種類についてよく学べた。

男 Ａ 呼び込みをしている時にお客さんを案内しているようだったから。 Ｄ 大事な野菜をスーパーなどで販売したら、お客さんもいい買い物になるから。

女 Ａ 呼び込みをしてお客さんが来てくれた時、嬉しかった。 Ｅ いろいろなことを学びながら地域の方の役に立てるような実習がしたい。

男 Ａ お客さんと話ができたり、説明をしたり出来るから。 ＣＤ 道の駅や他の場所で作った野菜を数量限定で売るのもいいんじゃないかなと思う。

女 Ａ

人見知りすぎて、せっかく買いに来てくれたお客様に対して笑顔で接することが出来なかった。他の子を見て、笑顔で接すると笑顔が

返ってくることに関心が湧いた。 ＡＢ

イチゴも他の作物でもそうだが、家などでどのような育ち方をして何を土に入れたら味が変わるかなど変化を見て

みたい。

男 ＡＣ

お客さんと接する時に笑顔で迎えたら相手も笑顔になってよかった。何かを自分で育ててお金をもらうことは大切で大変なことなんだ

なと思った。 Ｂ 他の作物とかの勉強もしたいから。実習もあるので楽しいから。

男 Ｂ 実際に販売者と関わることでどういう風にやっているのかを知ることが出来た。 Ｅ 他の農家さんなど、普段関わることがない人たちと関わることの楽しさを知ったから。

男 Ｂ お店で買ってもらえるように工夫をしていたこと。 ＢＣＤＥ 難しいかも知れないけど企画を考えるところから販売実習まで一連の工程をもっとしい。

男 Ｃ なぜ買うと決めたか知りたいから。 Ｂ 他の野菜を知りたいから。

男 Ｄ お客さんにどうしたら買ってもらえるか考え、POPを作ったり呼び込みの仕方を考えたりしたことが勉強になった。 ＥＦ

甲英の学生が地域の人達と企画できるような実習は魅力的だと思った。他に今は自分たちが食べる用に畑を使っ

ているが販売用に畑を作っても良いと思った。

男 Ｄ

販売の時、他の人についていけなかったので袋にイチゴを入れたり、ポップ作りの方にまわったので、来年もあったら販売の方を頑

張ろうと思う。 Ａ 今回のイチゴの体験は農業に生活をかけているので、真剣に取り組むことが大切だから。

2年

男 Ａ たくさんのお客さんとの会話。 Ａ イチゴについてもっと知りたい。

男 Ａ 販売、手入れなどいろんな裏を見せていただいてわかることが多かった。 Ａ とても楽しく、楽しめたから。多くのことを得られた。

男 Ａ お客さんと仲良く出来るから。 Ｂ 他にも色々作ってみたいから。

男 Ｂ その人が何をしにここに来たのか考えて呼び込むことを意識した。そのことに関心を持って取り組んだ。 Ｂ 自分たちが関わっている野菜関係のところに行きたいから。

男 Ｄ 呼び込みをしてもなかなか人が入らなかったこと。 Ｆ 工業系。

男 Ｄ なかなか客が来なかった。 Ｃ もう一度やってみたいから。

男 Ｄ 楽しかった。 Ａ もっともっと学びたい。
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内勤

【質問１】活動で何に一番関心がわきましたか？

Ａ）お客さんと接すること

Ｂ）販売をしている人たちと接すること

Ｃ）お金をいただくこと

Ｄ）その他のこと

Ｅ）あまり勉強にならなかった・楽しめなかった

【質問２】先日は農場での実習、本日は販売の実習を行いました。農業に関わることで、

学校の外でこれからやってみたいと思うのはどんな実習ですか？

Ａ）先日やったイチゴ農場での実習

Ｂ）他の作物の農場での実習

Ｃ）道の駅やＪＡでの販売実習

Ｄ）スーパーなど他の場所での販売実習

Ｅ）農家さんやＪＡの人たちなど学校外部の人と何かを企画するような実習

Ｆ）その他

１年

男 Ｂ 販売をしている人達と接することでいろいろ学ばせていただいたから。 Ａ 自分で作り食べてみたいから。

男 Ｂ 普通じゃ出来ないことが出来たのでよかったと思う。 Ｃ 頑張ってやって少しだけど自分で精一杯出来たから。

男 Ｄ 袋のテープの付け方が面白かった。 Ｆ 怪しい草を探して栽培してみたい。

男 Ｄ 仕入れするのは木とわかって、納得した。 Ｆ 私は話すのは得意ではないので、やるなら内勤だなと思った。

男 Ｅ ただ袋に入れただけ。 Ｆ 今は特にない。

男 Ｅ 家でやったことある。 Ｂ いろんなことをしてみたい。

２年

男 Ａ お客さんがいた。寒かった。 Ａ イチゴがすごいと思った。

男 Ｄ いつもバイトでしているからあまり関心するものがなかった。 Ｄ 次は少し大きい場所などでやってみたい。
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JA支

店

【質問１】活動で何に一番関心がわきましたか？

Ａ）お客さんと接すること

Ｂ）販売をしている人たちと接すること

Ｃ）お金をいただくこと

Ｄ）その他のこと

Ｅ）あまり勉強にならなかった・楽しめなかった

【質問２】先日は農場での実習、本日は販売の実習を行いました。農業に関わることで、

学校の外でこれからやってみたいと思うのはどんな実習ですか？

Ａ）先日やったイチゴ農場での実習

Ｂ）他の作物の農場での実習

Ｃ）道の駅やＪＡでの販売実習

Ｄ）スーパーなど他の場所での販売実習

Ｅ）農家さんやＪＡの人たちなど学校外部の人と何かを企画するような実習

Ｆ）その他

1年

女 Ａ いつもは買う側だったのでお客さんと接する機会がなかったので、今回接することができて楽しかった。 Ｃ お客さんと接することが楽しかったのでまたやってみたいです。

男 Ａ 話が楽しかった。 Ｄ 人と接したい。

男 Ａ お客さんの接客するのがいい経験ができました。 Ｄ 学校でとれた野菜を食べてもらいたいからです。

女 Ａ

買うものを決めている人や、勧められたものを買っていく人や、色々な人がいて、少し長く話している人もいて優しい方が多

かった。 Ｃ 来てくださって売れる喜びがあったから。

男 Ａ 呼び込みを担当したが、来てくださったお客さんに挨拶をして気づいたのは自分の呼び込みの力がすごいなと思った。 ＣＤＥ

呼び込みの楽しさを実感する事が出来たのでこれからもやってみたいと思った。農家さんとJAさん達と何かやるというのは

楽しい。

男 ＡＣ お客さんから色々なことを教えてもらったから。今まで売ってお金をもらうことができなかったから。 ＢＣ

イチゴはやっていたので他の作物の畑にいってみたいなと思ったから。販売は今回やってもっとやってみたいなと思ったか

ら。

女 Ｂ 販売を見るのがしんどかった。 Ａ イチゴの葉っぱを探すのがしんどかった。

男 Ｃ 活動としてお金を頂くから。 Ｅ JAは販売が多いから。

女 Ｄ お客さんが買ったイチゴや野菜の数を書いたり、その後に商品を袋に入れたりして楽しかった。 Ｃ お客線と接して話をしたりして、交流ができるから。

男 Ｄ 接することでいろいろな人の表情が見れたから。 Ｃ 人と接することが自分の中でいちばん大切なことと再確認できて本当に良かった。

2年

男 Ａ お客さんのニーズに合わせて会話が出来たから。 Ｂ もっと多くの経験をつみたいから。

女 Ａ 少し話をしたりしたから。 Ｄ 将来に役立つから。

男 Ｂ 寒い中、大変な思いで売るのだと思った。 Ｄ もっといろんな所に行っていろんなしんどさを体験したい。

男 Ｅ お客さんがなかなか来てくれないこと。 Ａ 楽しかったから。
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実証講座について、アンケート結果も含めて学校内部で振り返り/2019年2月1日

【学校外での活動／学校外の人との活動が楽しかったようだ】

学校外での活動を楽しんでいるようだった／「働かされた」というネガティブな反応がなかった

アンケートの結果に偏りがないのが学校の特徴か～特性の強い子がより素直な反応をするからか

子供の前で「助かったよ」と感謝してくれたのはありがたかった／人の役に立つ・社会の役に立つことが嬉しかったようだ

学校外の人とのふれあいを楽しんでいたようだった／お客さんに声をかけられたのが嬉しかったようだ

【学校の農園での実習との整合や連携があるとさらによくなるだろう】

北山農園でのリアルなお金の話に衝撃を受けていたようだった／金を稼ぐことがたいへんなのだということを教えてあげたい

栽培については学んできたが農業とは何かについて垣間見られたのではないか

プロと接する機会・ホンモノと接する機会を増やしてあげるべきだ

学校の農園での有機農法の実習との連携や並列が効果的だ／3年生などは地域の農家に分かれて毎週実習するなども要検討か

【次年度以降、通年で実施していくためには】

障碍傾向の強い子が増えるなら単純作業も増やしてあげなければいけない／適材適所できる仕事の種類のあるところがよい

全校実施より学年単位の実施のほうが目が行き届く

協働講座を実施しやすくするために次年度から時間割の工夫が必要／非常勤講師なしで先生たちの相談で調整可能な日をつくる
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分科会＃3/2019年2月13日

【外に出る・人に会う・役に立ちたい】

学校では「おいしい野菜を作る」だろうが、農家は「おいしいくてキレイな野菜を均してたくさん作る」でなければいけない。

学校では外の人から学ぶときに苦労を学ばせようとしすぎ。苦労より知恵やセンスを学ぶべきだ。

外に出る・人に会う・役に立ちたい、が多かったようだ。今後やりたい実習では「売りたい」が多かった。

学校では「丁寧に/愛情を持って/みんなで協力して」学校外で「プロの知恵やセンス」を学ぶ並列が必要だろう。

【有機農法を学ぶ猪名川甲英高等学院で慣行農法を学ぶこと】

病気や害虫に関心を持った子供もけっこういた。売り物なので、学校の農場よりシビアだから。

なんなら農薬を撒かせるような学習も必要かも／じょうずに教えないと学んできた有機農法の実習との乖離や相反の危険性がある。

「食と農」と「農業」を区別してとらえることがだいじだ。

注意すべきは「有機農法が正義で慣行農法が環境破壊」「有機農法が非効率で慣行農法が正義」というような混乱を生まないこと。

2年次当初に農業実習担当教員と地域農家の両者による「有機農法と慣行農法のそれぞれ」という座学をしっかり学ぶ必要がある。

農薬や化学肥料がなければこんな豊かな食生活は不可能だというのも確固たる事実。農家だって農薬はできるだけ撒きたくない。

特性の強い子もくる学校だからベースにすべきは自然と共生する「食と農」。でも農業に進む子供なら慣行農法も学ばなくては。

１年で「食と農」と楽しさをしっかり学んだうえで、現実の農業や心構えを学ぶべきだ

販売実習で野菜の扱いがやや雑なのが目についた。自分たちで食べる野菜と売る野菜の違いをしっかり学ぶべき。
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【今後おこなうべき学習・講座を実施するうえでの注意点】

事前学習＋実習＋事後学習のセットであるべき。北山農園の実習に先んじて北山氏の講演があったのはたいへん意義があった

農業実習は天候次第だから、雨なら振替で座学をおこなう工夫も必要。雨の中で無理矢理やっても効果が薄い場合もある

農業を取り巻く分野は幅広い。環境や気候、身体や健康、農地改革以降の歴史、など…

実際に「農業と環境」「総合実習（農業実習）」「課題研究」「食品流通」「野菜（栽培の知識）」などには指導要領もある

作って、料理して、イベントで売る、などに繋がる学習などは気付きが多そうだ

「中央卸売市場（大阪・福島）」や「県の試験場」「農機具メーカー」なども視察先として有効だろう～JAに相談してみよう

私たちの食卓に野菜が届くまで～日本の農業や流通の仕組みも学ぶべき

【今後の検討課題１・稲作】

田圃での稲作についても組み込みたい／しかし現実の兼業農家の稲作はほとんど機械化されている

近隣の稲作の手伝いに行く？２反借りている田圃を「機械作業と手作業」で半分ずつやる？ドローン米はどうする？

【今後の検討課題２・グローカルマップ】

高校３年かけて農業の何をどういう順番で学んでいくのか、複数の教科の連動／校外実習／稲作との連動も合わせて造りあげたい

1年有機農法～2年有機農法＋慣行農法～3年農業と流通？有機農法と慣行農法の双方をバランスした教育を設計していこう。

→それを図式化したモノを「グローカルマップ」と名付けて、猪名川甲英高等学院３年間の農業の学びを一覧できるものにしたい
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合同分科会/2019年2月27日

【これまでの振り返り】

大前(学校)/ 各分科会の議論で、各学年でやるべきことを明確に定めていこうという話になっている。

子供たちを元気にするところまではいけても、そのあとの彼らの人生をどうしていくかに繋げられていない。

学校の外で学ぶ、学校の外の人から学ぶ(活き活きしたオトナに会う)は意味があったようだ。

興味を惹くものをどんどん増やすべき。「おもしろい」「かっこいい」を増やしてあげたい。

外の人に褒められること＝自分にもできることがある！

北山(第一)/ 外部の我々は甲英の学びの意味をわかって甲英と付き合うことが重要だ。

実習の前の事前学習は重要だ。

市橋(自立)/ 卒業生が困るのは就職。それぞれの生き方のモデルとなる「生き方図鑑」を3年間で見せてあげたい。

大前(学校)/ それぞれの「職業に向いている人」が大きく誤解されている例が多い。農家、公務員、教員…

市橋(自立)/ 「戦略的撤退」を。昔は我慢して続けることが美徳とされたが。転職タイミングでサポートしてあげてほしい。

井谷(地域)/ 卒業生に「何かあれば帰っておいで」と言ってあげてほしい。

仲井(地域)/ 初めての卒業生が出る。少しでも地域に残って耕作放棄地の面倒を見てくれるとありがたいが…

大前(学校)/ この3年生では卒業して就農する子供はいない。これからは在学中でそういう気付きを与えてあげたい。

今村(学校)/ 卒業してしばらく経って疲れて帰ってきた子供に「育った猪名川で農業を」という道をつくってあげたい。

市橋(自立)/ 時代も変わっているので保護者向けキャリア教育も必要。彼らの時代と違う。がんばらせすぎて鬱にしてしまう。
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次年度以降の稲作実習の位置づけについて打ち合わせ/2019年2月28日

本校大前・大角・藤井・今村＋辻武史（つじ農園・企画第二分科会）

藤井/ 自分自身は畑作が専門なので稲作は他のサポートがほしい。

1年は畑を楽しんでほしいし詰め込みたくない。畑のみor畑＋バケツ稲のみ、2年3年から稲を実習するのがいい。

昨年の実際の収量(2反)は慣行農法の1/4くらい。30k×8袋(4俵)＋くず米53k＋手で刈った数k。

2反なら16俵、有機でも12俵くらいはいけるはずだが…さらに粒も小さかった。

辻/ ほんとうは4月から始めたら遅い。土作りは収穫後スグから。バケツ稲なら4月からでいい。

大前/ 田圃の持ち主と田圃の使用について詰め直す。

1年生はしっかりと畑での有機農法を学ぶ

2年生秋まではバケツ稲で稲の生態を学び、田圃や稲作農家のことを座学で学ぶ

～秋からは3年といっしょに土作りや資材の準備をおこなう

3年の前半期で稲を栽培し、収穫後は2年生の土作りのサポートなどおこなう
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次年度以降の外部協働の農業学習について打ち合わせ/2019年2月28日

本校大前・大角・藤井・今村＋辻武史（つじ農園・企画第二分科会）

ドローンジャパンの学習（ドローンの操作・センシング等）をどう農業学習にはめ込むかはしっかり議論をしなければならない

ドローンの意義に子供が納得できるために、県外の大規模農場の視察にもいくべきだ～修学旅行などのありかたを考え直す？

他にも、大規模なハウスなど、視察学習すべきものを洗い出すべき

1年の終わりくらいには畑の農業でやることが減るので、そこで近隣の大きめの農場への視察をいれてはどうか

本校農業担当教諭によるグローカルマップの仮設計

学校農園での野菜栽培指導を担当する藤井太一教諭と、「農業と環境」「農業経営」「食品流通」などを担当する坂口美代子教諭のそれぞれに、「３

年間で何をどのように学ぶべきかの設計図」を作るように依頼。

それを企画第一分科会に提示した上で意見を求めることに。
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分科会＃4/2019年3月12日

【本気でプロ並みの野菜を作ることをしっかり学ぶべきではないか】

カリキュラムから作ろうとするべきではない。修了した子供が何を身につけた状態になっていてほしいかから考えるべき。

詰め込みすぎず、作物を育てる技術をしっかり学んだほうがいい。植物の技術と土の技術は全く別モノで再現がない。

作る野菜の種類が多すぎる。作物の種類を増やすより、同じ作物の栽培をもっと深く研究したほうがいい。

品種を絞って少しでもおいしくてキレイな"売れる"野菜を作ることを学べば販売実習にも繋げられる。

そもそも卒業生のうちのどれだけに農家になってほしいのか／農家にならない卒業生には農業が何であってほしいのか 。

これまでヒーローになったことがない子供が、じょうずに野菜を作れるようになるだけも値打ちじゃないか。

就職口はある。ただ、給料が安いだけ。

農家への2年の研修を卒業生への進路として提案してはどうか。研修生10のうち2くらいはたいへん意欲をもってやる。

流通・販売・飲食など、研修生は多岐にわたって活躍している。農を学べば裾野は広い。

1年生は"楽しく有機農法で野菜を作る"、2年生は"技術力を高めて本気で作って売る"、3年生は"農家の経営に触れる"。

どうすれば"本気の農業"のカリキュラムを作れるか→プロの農家でやっている手法を学んで栽培する／土作りと栽培の理論を学ぶ

土壌分析(JAでできる)の結果を読めるようになって、そこから応用できるように。

同じ作物を違う作り方で作るのがいちばん勉強になるだろう。
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学
校

ドローンジャパン
株式会社

・勝俣喜一郎/春原久徳/辻武史＠ドローン・ジャパン株式会社（代表取締役社長/取締役会長/農業サービスリードファーマー）

IoTのなかでもドローンの分野に特化し、海外・IT・農業・人材育成をつなぎ日本ほんらいの循環型農業を世界に発信する企業
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分科会＃１/2018年11月5日

【これからの時代の学びとは】

勝俣(DJ)/自然を制圧する→自然と共存する、という日本人の農業感覚は世界をリードできる。

春原(DJ)/時代が変わったから子供は違う教育を受けるべき。暗記力は無意味。表現することを学ぶべき。学校ではできていない。

【2018年度10回の講義の反省と検証】

基本線としては、総括的な講演を1月に実証講座としてやる。

それに先んじて共に授業を運営した教員からフィードバックがほしい。

甲英の子供は多様性の幅が広いのでどこをターゲットにすべきなのか／盛り込みすぎて消化不良だったかも

DJならではのピーキーなものでいいのではないか／それともみんなに楽しめるものにするか

DJの授業を楽しむための基礎的準備的な学習が必要だったかも／間に入る先生がいて準備することをしておればよかったか
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2018年度ドローン米授業を実施した教員からのヒアリング/2018年11月8日

・そもそもの稲作を知らない生徒たちなので、ドローンを使う値打ちが伝わらなかった

→1年から2年間しっかり稲作を勉強（1年バケツ稲/2年近隣農家での実習）してから有機ドローン米を3年生で実習すべきか

・月1回のドローンジャパン来校での実習に加え、次回までの1ヶ月間に生徒たちに宿題を与えておいてほしい

・機械を操作してセンシングする作業は授業に先んじてドローンジャパンでやっていただいてそのデータの読み取りや考察を考える授業のほうが意

味があるかもしれない／いっぽうで操縦くらいが子供の興味にはちょうどいいだろう、という意見も

・センシングの結果に対応して実際に農場でおこなうべき「オペレーション」をこそ学んでほしい

・もし畑もセンシングできるなら、班に分かれて異なった栽培オペレーションを行なった結果がどう出てくるのか、などの仮説→（ドローンによる）検証

もできておもしろい

・概念的なものや、難解な用語が入るものは、生徒にはハードルが高い。彼らにあったものに間口を狭めて実施したほうがよい
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分科会＃２/2018年12月5日

【教員からのフィードバックを報告】

シラバスをきちんと作って教員が調べ学習をさせたりするべきかも。

AIやICTの"概念"を学ぶ必要があるかな？どっちみちこの先の世界では一般化されるのだから。

有機農法とドローンは親和性が高い～有機は肥料の効きかたが均一でないので、その差をモニターするのがドローン。

ドローンでなくてもデジカメで観察日記をつけてそれを分析するのもじゅうぶんスマート農業。

JAの栽培マニュアルとの比較学習や気候との関連学習が必要。

「とても手間がかかり技量を要することがAIでこんなに簡単になる」と教えられたらなあ…

【１月の講演で話してほしい内容】

ドローンありきより社会課題的なもののほうがいいのではないか

＜課題＞

日本の農業の担い手不足／現在の慣行農法が地球環境に与える問題／世界人口爆発(2025年90億人)と食糧危機

＜対応＞

循環型農業と有機農業／ローカルでの対応とグローバルな対応

＜可能性＞

AIやドローンで実現できること
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勝俣喜一郎氏と打ち合わせ/2018年12月26日

ルワンダ／子供たちが汚い格好で農薬と化学肥料を頭に載せて一日じゅう撒き続けている。

このままでは全員癌になってしまう→DJの農業事業が重要だと思った。

その子供たちのポケットからスマホが出てきた。つまり全部に普及している。

このスマホやドローンを経由して農業を変えられないか。アプリを作ってあげられれば。

発展させられれば日本の篤農技術をアフリカ等の後進エリアに伝えられるのでは。

世界的には持続可能な有機米のマーケット広がってきている。そんな中で注目されているのは日本の極力農薬を使わない米。

外にはさらにマーケットが広がっている。

日本の良い米を輸出する。その持続可能な農業を世界が求めている

熱帯の人たちは持続性を考えていない。日本のように子々孫々まで考えていない。

日本の篤農家の心を世界に。なにより子供の未来を考えて自然と共存する農業を。世界の地球環境破壊型の農業からの転換

数年後にくるだろう食糧不足を解決しなくてはいけない、いますぐ取り掛かるべき～ビデオへ。

勝俣さんの話をきいて自分がいちばんびっくりしたこと、大きな問題だと思ったことは何かを考えさせよう。
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勝俣喜一郎氏特別講義/2019年1月15日

【4年前ルワンダで見た光景】

子供たちが猛毒の農薬や化学肥料を頭に載せた籠から素手で撒いていた。効率も悪いし健康にも悪い。

先進国からの援助は農薬などの資材だけで、使い方や知恵の援助はない。子供たちが危険に晒されない農業を。

そこでヒントになったのは、ボロを着た彼らのポケットに入っていた「スマホ」。

ネットはルワンダにもあるし、スマホも持っている。スマホでドローンは制御できるし、データは瞬時に世界中どこへでも送れる。

そしてそういった機器はどんどん安く良いものが出てくる。先端技術を使って日本の篤農家のナレッジを後進国へ。

そう思って3年前にドローンジャパンを起業した。

【世界に広がるコメのマーケット】

長く続いたコメ貿易の規制が撤廃されると、おいしい日本の米が世界に出ていく。

先進国以外は人口が増えているので、世界のコメのマーケットはどんどん広がる。

いっぽう、農薬と化学肥料による問題は世界中で論点となり、途上国の所得水準向上とともに安心・安全・健康な米が求められる。

人口減少する日本の農業では耕作放棄地が増えて後継者も不足しているが、じつは世界では米農業のマーケットは増えていく。

価値の高い米を作って行けば、そのマーケットにチャレンジすることは可能。
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【ドローン×農で日本の土作りを世界に】

人口爆発による食糧難、気候変動（旱魃、豪雨、塩害） による耕作地減少。

これを解決するものとされているのが遺伝子組換技術＝ゲノミクス。しかし、それは不自然な科学による解決。

いっぽう、フェノミクス＝技術革新による自然農法が注目され始めている。

欧米は基本的に自然と対立しながら人間が生きていく考え方。しかし、日本の農業は自然に合わせた農業をやってきた。

子供や孫が食べていける、自然と共存する持続可能な農業。じつはいま、世界中から日本の有機農業を学びにきている。

これから、日本でやってきた自然と共存する農業にもっと価値が出てくる。

AIの時代でそれが可能になる。

その主役となるのは、みんなの世代だ。
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勝俣氏講演：実証講座のアンケートによる振り返り

【あなたが勝俣さんの話で関心を持ったのはどこで、それは何故ですか　】

1）ドローンジャパン起業のきっかけとなったルワンダの子供の話

2）コメのマーケットが日本以外にもあって、広がっていこうとしていること

3）日本の有機農法が世界から期待されていること

4）AIやドローンなどの技術革新で世界の課題を解決していくこと

5）他

上記のどんな問題やお話にあなたが関心を持ったかを教えてください。

また、それはなぜか。あなたは何を思ったか。それを自由に書いてください。
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質問：何の話に興味を持ちましたか？①  ドローンジャパンが会社を設立するきっかけとなったルワンダの子供の話  ② 日本のお米が世界中に広がっていこうとしていること  ③ 日本の

有機農法が世界から期待されていること  ④ A I(人工知能 )やドローンなどの技術の発達で、世界の課題を解決していくこと  ⑤ その他

1年 何故興味を持ったか 感想

女 4 人工知能やドローンがあるのは知っていたが、農業に使われていることは初めて知った。 勝俣さんの話は自分には難しかった。

男 4 ＡＩってすごいな

女 4 ＡＩのドローンを見てちょっと考えた。 ドローンの技術を学んだ。

男 4 ドローンが作られることで目には見えない細かいこともわかるようになり、格段とやりやすさなどが変わると思った。

男 4 ＡＩにより人が考えることもなくなり、ミスのない農業が目の前に来ているように感じた。

男 4 いつか人が農業をするのではなく、ＡＩが農業をする日が来るんじゃないかと思った。

女 4 技術が高い日本が農業を支える技術を開発することで、より農業を発展させることが出来ると思った。

男 4 今回見せて頂いたドローン（飛行機型）・（ライト・フライト）はとても興味を持った。ドローンで課題などをクリアすることはとても素晴らしいことだと思った。ですが、素晴らしいことの裏で怖いことがあるということを改めて知った。

女 4 機械を使って世界の課題を解決しようとしていて本当にできたら、面白いし生活がどれだけ楽しめるか知りたいから興味がある。

女 4 最近、無人のコンビニなどが出てきて、「機械ばかりに頼るのはどうか」と思っていたが、ドローンを使ってお年寄りや子供を救うという動画を見て、見方を変えることによって、「機械に頼るのもいい」と思った。

男 4・3 日本の有機農法が世界に期待されていることがすごいと思う。話を聞くまではドローンは写真と動画しかできないと思っていたから、ドローンがお米を作ったりしてびっくりした。

男 3 日本の昔から続いている自然に合わせて行う農業が、欧米諸国の乱暴な農法を良くするのではないかと思うととてもうれしかったし、自然のバランスを保てるのではないかと思った。

男 3 有機農法が世界からやって来たから。 日本のお米はとても美味しいから。

男 3 どうしても有機だと元がとりにくい等の理由で難しかったけど、今では世界から期待されいてとても高い需要性がある事を知って有機農法に未来を感じた。

女 3 お米や野菜など見栄えなどを気にして化学肥料などをたくさんまいていたけど、最近では有機農法が注目され体にも優しく、味も美味しいのに変わっているから。

男 3 自分たちがやっている有機農法が日本だけでなく世界規模で注目されていることを今回の話で知れてよかった。

男 3 話を聞いていて日本の有機農法が期待されている事がすごく嬉しい。だけど、ルワンダの人たちは、どうして効率が悪くて健康に悪い農薬を使っているのかが気になる。

男 3・2 ②③の話を聞いて今まで以上に有機農法と米作りに興味を持った。

男 3・2
日本のお米が海外に必要とされていることはやはりいいことだ。この世界では、必要＝お金になるので高く買ってもらえるということは日本のお米にではなく技術そのものに、お金＝評価されているということなので嬉しく、今後の日本の農業

のモチベーションアップになると思う。

男 3・2 日本で作ったお米が美味しく出来ているから、そのお米を求めて世界中に広がろうとしていると思った。日本で執り行われている有機農法は、本当に世界中の人々から支持されているんだなと思った。

男 2 お米が世界に広がることはすごいと思った。

男 2 おいしいお米の方がいいので、世界中でもおいしいお米を 食べたらいいなと思った。

男 2 日本の米が世界に広がればメリットがあると思う。

男 2 今、日本は少子高齢化で農業をする人がどんどん減ってきているということを聞いて世界に届けるだけのお米を今は作れているがどうしていくかが課題だと思い、自分も日本の農業・米作りに貢献したいと思った。

男 1 子供達があぶない猛毒の農薬を頭に乗せて素手で撒いていた。ところで子供の服からスマホが出てきてドローンを操作できるからそのデータを世界中どこでも送れるのが印象に残った。

男 1 アフリカの人々は一部を除いてスマホを持っていないと思った。私達、先進国はプレゼントは物だけで、知恵・使い方は教えてくれないというのはちょっとと思いドローンジャパンの人はすごい事をやっているんだなと思った。

女 1 子どもたちのことからスマホからドローンを操作につながるすごさにすごいと思った。会社を設立するすごさと人間としての優しさなどすごい人だと思った。

男 1 世界中には食べ物がなくて困っている人が数多くいるが、ルワンダの子どもたちはお米が無くて困っているということは忘れたが、とにかくみんな細すぎてかわいそうだなと思った。ドローンジャパンという会社はすごいなと思った。

女 5 日本の米がすごく良いことを世界中に広めていき、中には日本の米が欲しいといって買ってくれる外国の方がいるのはすごいと思った。

男 5 ドローンとは？
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質問：何の話に興味を持ちましたか？①  ドローンジャパンが会社を設立するきっかけとなったルワンダの子供の話  ② 日本のお米が世界中に広がっていこうとしていること  ③ 日本の

有機農法が世界から期待されていること  ④ A I(人工知能 )やドローンなどの技術の発達で、世界の課題を解決していくこと  ⑤ その他

2年 何故興味を持ったか 感想

男 1 会社が出来たきっかけがすごく良い話なのでとても印象に残った。

男 1 素手で農薬まいている子供がいると聞いて、すぐに正しいやり方を普及すべきだと思った。自分が同じ立場ならと考えると悲しくなった。

男 1 ルワンダに行って、子供が農薬を手でまいていてスマホをみんな持っている所からドローンの会社をたてようとは普通の人ではなれないと思った。

男 1 子供たちが、毒の農物を素手でまいて病気にならないかが心配だった。

男 1 農薬とか化学肥料の使い方はスマホで調べられなかったのかなと印象に残った。

男 1 子供が猛毒の農薬などを手で撒くのを見てかわいそうだと思った。

男 4 AIやドローンに肥料をまいたりする技術はすごく楽で外国などは、土地が広く一つ一つ手作業や車などでやると時間がかかるけど、ドローンを使うと空から畑の土を潰さずにまけるからすごくいいと思う。

女 4 畑にロボットが入っていることにびっくりした。これからはロボットも農業をしていくのかが気になった。

女 4 ドローンで畑をとってデータをとっていたからすごい進化していると思った。これからももっと進化していくんだろうなと思った。

男 4 ドローン事故とかが多いのでドローンで本当に上手くいくのかと思った。これからもっと進化するんだなと思った。

男 4 ドローンで農業ができるなら他にできることがあると思う。家を建てたり、土地の面積を図ったりできると思う。

男 3 有機栽培でも大きく育つし、とってそのまま食べられるので農薬を使うよりも安全でいい。弥生時代からお米もあるし、たぶんその時も農薬が無かったと思うから育てられる。農薬での病気から救われる。

男 3 日本の有機農法が近い未来に世界に広がるかもしれないから。

男 3 今では、ものすごく早く世界ではAIが進歩していて、すごいことだと気づき、これをもっと世界に広められていることが多くすごかった。

男 3・2
海外の米より日本の米の方が美味しいということは知っていたし、もっと食べてほしいと思っていたが、米農家が減っているのは残念だった。

しかしドローンという新しい形の農業がもっと広がれば新規就農者も増えるだろうし、世界ももっと知ってもらえると思う。もっとこの活動を大きくしていってほしい。

男 2 ドローンでお米や野菜を作ることで美味しく出来る事が世界に広がってほしい。

男 2 日本の有機農業が世界から期待されているってすごいなと思った。

男 5 マイクロソフトをやめて会社をつくるなんてすごいと思った。ドローンはおもちゃだと思っていたけど、農業に役立つなんてすごいと思った。
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分科会＃3/2019年2月7日

【子供と教員のリアクション】

意識の高い子供は刺戟を受けていた。むしろ教員が「再チャレンジのための安心安全の環境作り」でせいいっぱいなのではないか。

日本全体で進めてきたジェネラリスト育成指導要領への疑問が生まれている。

農業自体が複数の人たちが作業分担しておこなうワークショップ。

だから、各人の興味に応じて別のことを学べる設えが必要かもしれない。ドローンは主ではない。本筋は作物を正しく育てること。

テクノロジーと農業を同時に教えようとしたからカオスになったのかも。

ドローンのあるなしの差が学べる設えが必要。ほんらいは「こんな高さから田圃一枚を俯瞰してみられる！」が驚きのはず。

DJのパッションは新しい有機農法で後継者を作ること。就農3年目の辻さん→猪名川甲英へ。

農家／農業経営者／農業業界の人／農産物界隈の人／農の世界のイノベーター…

各分野のスペシャルな人をゲストとして会わせることが「才」の創出になるのではないか。

分科会＃4/2019年3月12日

【次年度以降の学びについて】

農業担当教諭からもアイデアを出させてはみたが、いったいどうすればセンシングという概念を子供に教えられるのだろうか。

次年度のカリキュラムにどのようにドローンを使った学びを組み込むべきなのだろうか。
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学
校

猪名川町役場

猪名川町教育委員会
／文化財分野

阿古谷
まちづくり協議会

阿古谷みらい協議会

・谷清/井谷丈志＠阿古谷みらい協議会　学校との相互発展をめざした地域任意団体

・仲井常雄＠阿古谷まちづくり協議会　阿古谷地域の地域団体

　※谷氏は民田地区、井谷氏は下阿古谷地区、仲井氏は上阿古谷地区

・前田悟＠猪名川町企画総務部企画財政課　猪名川町役場で「高校生フォーラム」を主催

・井上知香＠猪名川町教育委員会教育振興課社会教育室　猪名川町の文化行政に携わる学芸員

・辻武史＠つじ農園（千年村プロジェクト）　千年村プロジェクトのメンバー
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分科会＃１/2018年11月5日

【課題の共有】

大前(学校)/ 少子高齢化、担い手不足、伝統文化の継承…

前田(役場)/ ベッドタウンなので人口流出は問題。基幹産業は農業だが農業所得は低い。

谷(民田)/ 高齢夫婦が片方になれば都会のマンションに移らざるをえない。農業だけしにきて近隣の便利な街に住む人も。

大前(学校)/ 地域には活性化を歓迎する人と、そっとしておいてほしい・自分たちの代で終わればいいと思っている人といる。

前田(役場)/ 成功事例の大島地区では、核となる人が地域と移住希望者をマッチングしている。

パワーをかけて移住させてもすぐ出て行かれる例は多い。ツーリズムで知ってもらってもすぐ移住とはならない。

田舎暮らしと言っても、農家でコミュニティに入るのと、静かに在宅で近隣と断絶して住むのではまったく違う。

【1月の実証講座の企画】

大前(学校)/ これまで「蛍まつり」「獅子舞」などを成功させてきたが、もっと深掘りしたい。

辻(千年村)/ 教室に各地域から村の人が来てくれて話を聞かせてもらうとかどうだろうか。

谷(民田)/ 地域住民といえど町史をみんなが知っているわけではない。地域の調査を子供たちがするのはいいかも。

猪名川甲英高等学院の生徒が猪名川町や阿古谷のことをなにかで勉強する機会が必要。

教育委員会の文化材部門は地域の子供たちに地域史学習の機会を提供しているが、協力してもらうべきではないか、ということに。
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教育長訪問/2018年11月30日

～教育振興課社会教育室の学芸員・井上千香氏を紹介される

【ふるさと教育について】

学芸員のオトナ向けツーリングは猪名川でも人気。小学校3年生には副読本を持って地域を探訪するプログラムや学芸員の出前も。

【多田銀銅山と木喰仏】

多田銀銅山；国史跡指定を受けて全小学校4年生が訪れる。保存状態、古文書も。鉱山に精錬所まで遺っているのは珍しい。

木喰仏；県指定重要有形文化財。木喰明満上人生誕300周年。最晩年の90歳に猪名川で創作している。全国にファン。

【教委とのタイアップ】

「識る・見る」のところはサポートできる。文化協会のスポット講師や芸術科も紹介できる。

そこから、「創りたい」「ガイドしたい」「深く研究したい」になってくれれば嬉しい。

実験的に1月に学芸員＋ボランティアガイドにサポートをお願いして何らかの見学を実施する方向に。

また、12月から井上学芸員にも分科会に参加していただけることに。
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分科会＃2/2018年12月17日

【序：高校生フォーラム】

猪名川町主催の高校生フォーラム11/20（高校生がまちづくりにおける政策提案をおこなうコンテスト）で

地域活動部の「つくろうプロジェクト」が町長賞

【1月に多田銅銀山の見学を実施することに】

猪名川のことをまず知ってもらって、その先に阿古谷を深く知ってもらえれば。

学びの入口としては多田銀銅山はよいのではないか。

阿古谷なら相撲取りの碑・浄瑠璃太夫の碑もある。関西唯一の寒天造り、毘沙門堂の木喰仏。

どのように継続性を持たせていくか。多田銅銀山から始まって年間を通じて各種見学？

通年で歴史を学ぶ経験をした上で意識の高い生徒は部活動か選択事業…ただ担当する教員が…

2020からの選択授業化をめざして2019には通年で各種見学をカリキュラムに織り込むのか。

コーディネーターとしての教員がきちんといて、ゲストが順番にくるというのが理想だが。

まずは2019/1月に全校生徒で多田銀銅山の見学に。
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国史跡多田銀銅山見学（実証講座）/2019年1月16日　

　全生徒を5班に分けて、井上学芸員＋ボランティアガイドさん

4人にそれぞれ引率してもらいました。資料館である「悠久の

館」からスタートした井上先生の班に同行しましたが、井上先

生のアツいトーク（特に古文書の内容の解説は圧巻）に子供

たちは引き込まれているようでした。

　ただ、なんと言っても外に出る活動自体が刺戟的で、寒い中

でも楽しんでいたようでした。

project5,　地　域　連　携　分　科　会　の　議　論　と　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト
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国史跡多田銀銅山：実証講座のアンケートによる振り返り

【あなたが多田銀銅山の見学で関心を持ったのはどこで、それは何故ですか　】

1）猪名川町に多田銀銅山という重要な史跡があること：猪名川町の歴史

2）多田銀銅山の昔の繁栄や古文書/史跡から読み取れる昔の暮らしや文化：歴史・文化

3）鉱石の採掘法や精錬法、実物の鉱石や間歩（まぶ・坑道）：地学

4）ロボットや３Dプリンターなど新しい技術を使った史跡の調査：テクノロジー

5）他

上記のどんな問題やお話にあなたが関心を持ったかを教えてください。

また、それはなぜか。あなたは何を思ったか。それを自由に書いてください。
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質問内容 ： 多田銀銅山の学習・体験を通じて、何に興味を持ちましたか？ １．猪名川町に多田銅銀山という重要な史跡があること/猪名

川町の歴史 ２．多田銅銀山の昔の繁栄や古文書・史跡から読みとれる昔の暮らしや文化/歴史・文化 ３．鉱石の採掘法や精錬法、実物の

鉱石や実際の間歩（坑道）/地学 ４．ロボットや3Dプリンターなど新しい技術を使った史跡の調査/テクノロジー ５．その他

1年
何に興味を

持ったか 何故興味を持ったか  感想1班

女 3 鉱石を触ると重たかった。

男 3 鉱石をとる道具を器用に使っていたことを知った。

男 3

坑道の中を掘るための道具や、実際の鉱石または当時の役人が書いた日記など貴重な展示を見た。その中でも一番印象に残っているのは坑道。この中で当時

はたくさんの人が作業を行っていたと考えると、深い歴史の息吹を感じた。鉱石を掘っている際は、粉塵が飛ぶので体に入るとよろけという病気になってしまうそ

う。

男 3 昔からある知識が今も使われていたり、今のようにテクノロジーがない時代でも、うまく効率よく作業するための知識などが感動した。

女 3
鉱石などは、黒や茶色ばかりではなく、トカゲ色（青や紫っぽい色）など、色とりどりだと思った。坑道に入った時は、狭いと思ったが、実際は坑道の中では大きい

方だったから驚いた。

男 3・2・1 猪名川歴史に興味が湧いた。他の町にも自慢できると思った。

女 2 金山彦神社には、おみこしがあるという話と、青木間歩の土に鉱脈があるというところ。

男 2 古文書や昔の暮らしや文化などの歴史にひかれもっと詳しく調べてみたいと思った。

男 2 青木間歩に行ったときに中がすごく綺麗で、水がポツポツ落ちてきたりして自然っておもしろいし、ワクワクすることがいっぱいあった所だから一番印象に残った。

男 2
青木間歩という場所は光がなかったから、本当に暗くて、昔こういう所を機械が掘っていたというのを聞いてすごいなと思った。そして、悠々の館で聞いた道の発

展というのはこういうものなんだと知った。

女 1 初めて多田銀銅山を知った。ガイドさんのお話はとてもわかりやすくてよかった。たくさんのことを知れてとても勉強になった。

男 1 かなり珍しいことだと思った。昔作ったものが今でも残っているのは珍しいと思った。

女 1
猪名川町にこんなにすごい歴史があるんだと知った。何年も前からのものが今違う形であったりすることがすごいと思った。今はすごく便利な時代だけどほとんど

手作業の中たくさん作っていたことをとてもすごいと思った。

男 4 危険な場所に使われるロボットで今では3Dデーターが綺麗にとれていることに関心した。

男 5 生物が少ないです。
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質問内容 ： 多田銀銅山の学習・体験を通じて、何に興味を持ちましたか？ １．猪名川町に多田銅銀山という重要な史跡があること/猪名

川町の歴史 ２．多田銅銀山の昔の繁栄や古文書・史跡から読みとれる昔の暮らしや文化/歴史・文化 ３．鉱石の採掘法や精錬法、実物の

鉱石や実際の間歩（坑道）/地学 ４．ロボットや3Dプリンターなど新しい技術を使った史跡の調査/テクノロジー ５．その他

1年

何に興味を

持ったか 何故興味を持ったか  感想2班

男 3 約100年前にレンガ作りの建物を作ったことがすごいと思った。

男 3 石が鮮やかな色で綺麗だった。

男 3 実際に人が掘ったらどれだけの体力がいるのかが気になった。

女 3 美しい！

女 3 普段見ることができない実物の鉱石を見ることができたから。

男 3 鉱石の採掘法を知れてすごくよかった。間歩に入ってみてすごく好きになった。岩えのぐというのが好きになった。

男 3・2・1
鉱石では、普通の石と銅・銀の鉱石とでは同じ大きさでも重さが違っていたのでびっくりした。猪名川町にこんなにも大きい銀銅山があったのを全く知らなかった

ので自分のためになった。鉱石などは700年代から取られていたのが初めてわかった。

男 3・5
採掘法もいろいろあって、例えば、木の階段を作り下へ掘るものや、まっすぐ掘るものがあった。次は岩のことで、説明したものが8万たっていてすごく先輩だと

思った。

男 3・5
青木間歩と金山彦神社の鳥居の説明が印象に残った。青木間歩は初めて鉱石を見たこと。鳥居の説明は、神様とは仏様が一緒にいるのと、いないのが鳥居の

形だということ。

男 5 8000万年前からある石にびっくりした。

男 5 ガイドさんが、いろいろ詳しい話をしてくれたことがすごかった。

女 5・4 ロボットや機械に興味があるから。金山彦神社の神様と仏様を祀っているのを初めて見た。

男 2 昔の古い物が綺麗に残っていたり、昔のことがはっきりと書き残されていて、再現されたりもしていてよかった。

男 2 元々歴史などに興味があったので古文など歴史的人物などがいたので猪名川すごい所だというのを再確認できて良かった。

男 2 猪名川町は遺跡がいっぱい。神社も珍しい名前だった。昔も古文書が読めない。
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質問内容 ： 多田銀銅山の学習・体験を通じて、何に興味を持ちましたか？ １．猪名川町に多田銅銀山という重要な史跡があること/猪名

川町の歴史 ２．多田銅銀山の昔の繁栄や古文書・史跡から読みとれる昔の暮らしや文化/歴史・文化 ３．鉱石の採掘法や精錬法、実物の

鉱石や実際の間歩（坑道）/地学 ４．ロボットや3Dプリンターなど新しい技術を使った史跡の調査/テクノロジー ５．その他

2
年

何に興味を

持ったか 何故興味を持ったか  感想

3
班

男 4 3Dプリンターで作られた溶鉱炉はすごくリアルに作られていてすごかった。

男 4 煙が通る道を探索したロボットの機械がすごく工夫されていると思った。

女 4 人の入れない穴の中にロボットが入っていって、調査していると知ったことが印象的だった。

男 1 実際に中にはいって体験できたから。

男 1
全国的に見ても貴重な史跡で、猪名川を活気づけたものということがわかった。他にも多田銀銅山で採れた鉱石はどのように活用されたのか詳しく知りたいと

思った。

男 3 機械や手を使って掘った穴が良かった。銀や銅が酸素にふれると青白い液が出ると初めて知った。

男 3 実物の鉱石を触ったり、実際の坑道を通ることができたから。

男 5 植物を見るだけで鉱石を見つけられることがすごかった。手で掘るのはすごく時間がかかって終りが見えない作業だったと思う。

男 5 コウモリがいてすごいと思った。青木間歩にいた。

男 2 昔は新聞や携帯などでニュースを見るということがなく、どうやって知ったかというと、人の通行が多い所に掲示板を立てて情報を書いて知っているという事。
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質問内容 ： 多田銀銅山の学習・体験を通じて、何に興味を持ちましたか？ １．猪名川町に多田銅銀山という重要な史跡があること/猪名

川町の歴史 ２．多田銅銀山の昔の繁栄や古文書・史跡から読みとれる昔の暮らしや文化/歴史・文化 ３．鉱石の採掘法や精錬法、実物の

鉱石や実際の間歩（坑道）/地学 ４．ロボットや3Dプリンターなど新しい技術を使った史跡の調査/テクノロジー ５．その他

2
年

何に興味を

持ったか 何故興味を持ったか  感想

4
班

男 3 鉱石の採掘法で険しい段を登って掘りに行くのは体力的に大変だろうと思った。

男 3
人が手で一つ一つを作ったものを実際に見てみて、すごく感動した。そこまで出来たことはとてもすごく、中に入ってみるといろんな銀、銅がありすごさがわかっ

た。

男 3
僕が印象に残ったのは、鉱石の採掘法で、昔は機械がなかったから自分の手で掘らないといけない、そのことが印象に残った。大変だし命の危険もあるから、昔

の人はそれでも鉱石をとっていたからすごいと思った。

男 3 今よりもより鉱石や銅などを見つけるのが大変だったことを知った。

男 3 鉱石と石の重さの違いが印象に残った。

男 3 普通の石と鉱石の重さが違う。

男 1 多田銀銅山の山の亀裂や間歩を見て時代の流れを感じた。その山から人が手で掘って間歩を作ったのを見てすごいと思った。

男 2 階段がないのによく上まで登ったと思った。大変なことがわかった。

女 4 ロボットや3Dプリンターなど新しい技術を使った史跡の調査が一番心に残った。
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質問内容 ： 多田銀銅山の学習・体験を通じて、何に興味を持ちましたか？ １．猪名川町に多田銅銀山という重要な史跡があること/猪名

川町の歴史 ２．多田銅銀山の昔の繁栄や古文書・史跡から読みとれる昔の暮らしや文化/歴史・文化 ３．鉱石の採掘法や精錬法、実物の

鉱石や実際の間歩（坑道）/地学 ４．ロボットや3Dプリンターなど新しい技術を使った史跡の調査/テクノロジー ５．その他

3
年

何に興味を

持ったか 何故興味を持ったか  感想

５

班

男 3
昔の人達が鉱石から小銭を作ってくれていたのに、僕たちは今その苦労を知らないので、昔の人達の努力などを知れた。採掘の方法も間歩の中に何日か過ごし

ていた事も驚いた。

女 3 1回見に行ったことがあって、久しぶりに見て昔の人はすごいなと思った。朝ドラで炭坑の事についてやっていたのでわかりやすくて理解できた。

男 3・1・2・ 4・5

男 3・1・2
堀家製錬所跡の所に煙が通る道を作ったのがすごかった。後代官所の地図が鮮明に残っていてすごかった。後多田銀銅山のゆかりの人が平賀源内などの人た

ちがいたのですごかった。

女 3・1・2
初めて多田銀銅山に行ってすごく昔に戻った気になった。銀、銅が昔から掘っていたのは知っていたけど、多田銅銀山でも掘られているのはびっくりした。青木間

歩の中で何日か寝泊まりしていたのはすごいし、寿命が30歳は短い人生で生活をしていたと思うと心がすごくかわいそうだと思った。

男 3・1
日本史や地学、歴史に興味がありませんでしたが、今回の授業で興味を持ちました。日本は他国の力が使われているという事がわかり、驚いた。間歩を歩いた

時、思っていた以上に体が温かかったです。

男 3・1 採掘をした間歩の中は温かかったけど夏になると涼しくなることにびっくりした。意外と昔は人が多くて栄えていて、多田銀銅山はすごいと思った。

女 3・1 初めて多田銀銅山に行って青木間歩に入って岩の表面に機械で掘った跡を見てすごかった。史跡がある石がいっぱいあってすごかった。

男 3・2 古文書や実物の鉱石を実際に見ることが出来たから。鉱石は手に取ることや、重さや質感も知ることが出来て、いい体験だった。

男 3・4 採掘の仕方について興味があった。ロボットを使っての技術についても興味があってわかりやすかった。

男 2 色々な物があって昔の人はすごいんだなと思った。銀と銅の石も色があってすごかった。

男 4 新しい技術をみるのが好きだから。
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分科会＃3/2019年2月7日

【多田銀銅山は子供たちにとってどうだったのか】

アンケで「何に関心を持ったか」はバラけた／小学生のアンケートでもバラける

小学生には親と再訪する子や質問をする子もいる。「なんでだろう」という思いを持ってほしい。

どこでもいいから資料館や博物館にいって学芸員に質問をするのがいい。「ふるさと館」もぜひ。

事前指導があったほうがよいモノもあるが、この件に関しては事前指導による先入観がなかったのがよかった。

当日は質問もたくさん出た。何度も「いい質問だね！」といったと思う。オトナになると質問しにくくなるから。

【他に地域と活動して学びになることは】

「地域と稲作」については第一分科会で議論を。

空き家活用事業＠民田／栗山保全＋栗拾い＋渋皮煮／柿の木保全＋柿収穫＋干柿作り／春の野草狩り

「地域のお手伝い＋学び」ができれば…／地域は大歓迎。

「たのしい」「愛」「甲英を第二の故郷と想うこと」をすべての子供に提供したい。

学校側に担当をつけて、地域の行事や農地・山林の保全について地域と子供たちでともに取り組めるものを考えることに
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合同分科会/2019年2月27日＜この頁は企画第一分科会と同内容です＞

【これまでの振り返り】

大前(学校)/ 各分科会の議論で、各学年でやるべきことを明確に定めていこうという話になっている。

子供たちを元気にするところまではいけても、そのあとの彼らの人生をどうしていくかに繋げられていない。

学校の外で学ぶ、学校の外の人から学ぶ(活き活きしたオトナに会う)は意味があったようだ。

興味を惹くものをどんどん増やすべき。「おもしろい」「かっこいい」を増やしてあげたい。

外の人に褒められること＝自分にもできることがある！

北山(第一)/ 外部の我々は甲英の学びの意味をわかって甲英と付き合うことが重要だ。

実習の前の事前学習は重要だ。

市橋(自立)/ 卒業生が困るのは就職。それぞれの生き方のモデルとなる「生き方図鑑」を3年間で見せてあげたい。

大前(学校)/ それぞれの「職業に向いている人」が大きく誤解されている例が多い。農家、公務員、教員…

市橋(自立)/ 「戦略的撤退」を。昔は我慢して続けることが美徳とされたが。転職タイミングでサポートしてあげてほしい。

井谷(地域)/ 卒業生に「何かあれば帰っておいで」と言ってあげてほしい。

仲井(地域)/ 初めての卒業生が出る。少しでも地域に残って耕作放棄地の面倒を見てくれるとありがたいが…

大前(学校)/ この3年生では卒業して就農する子供はいない。これからは在学中でそういう気付きを与えてあげたい。

今村(学校)/ 卒業してしばらく経って疲れて帰ってきた子供に「育った猪名川で農業を」という道をつくってあげたい。

市橋(自立)/ 時代も変わっているので保護者向けキャリア教育も必要。彼らの時代と違う。がんばらせすぎて鬱にしてしまう。

project5,　地　域　連　携　分　科　会　の　議　論　と　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト
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分科会＃4/2019年3月6日

【阿古谷地域と猪名川甲英で何ができるのか】～地域活動部の眞岡美海教諭も同席

眞岡(教諭)/ 地域の人達と触れる機会を子供たちはとても喜んでいる。

自然に触れるのが好きなので、川や森や動物と触れるような機会を増やしたい。何かを作るような体験なども。

大前(学校)/ 一緒にいるだけで嬉しいようだ。かわいがってもらえる。小言を言われても嬉しいようだ。

仲井(地域)/ 地域の作業を一緒にやったら楽しいだろう。農村なので近隣農園の手伝いは歓迎だ。祭も年に５つある。

まちづくり協議会の行事に参加したり、自治会の奉仕活動に参加するのも歓迎だ。

今村(学校)/ ただ手伝いをするだけではなく、地域の人の協力で地域福祉が成り立っていることを学ぶべきだ。

後藤(学校)/ 土日の活動も学年単位での参加なら振替は可能だ。

今村(学校)/ 農作業・地域福祉・伝統文化のそれぞれで「十代の若者」の参加が可能なものを選び、勉強になるものを選べば。

農業だけではなく、農村や森の知恵を勉強してほしい。そうすれば、農村や里山で暮らすことの意味がわかる。

これからの日本人は便利だけではなく楽しむ生活を求める。そうなればこの阿古谷に住みたいと思う者もでる。

大前(学校)/ 「四季折々のさまざま」は必ずしも都市生活者には当たりまえでない。

祭も地域福祉もすべて農村の生活に必要なもの。それを学んでほしい。
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project6,　自　立　支　援　分　科　会　の　議　論　と　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト

project6,　自　立　支　援　分　科　会　の　議　論　と　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト

・辻真佐美＠猪名川町教育委員会学校教育課　特別支援教育を推進する指導主事・元中学校職で8年間特支担任

・市橋拓＠株式会社サルビアジュニア（代表取締役）　放課後等デイサービス・児童発達支援

・今井紀明＠認定NPO法人DxP（理事長）　不登校や引きこもりの支援をしているNPO法人

・出口のりこ＠NPO法人タッチカウンセリング協会（理事長）　心理カウンセラー・子育てコンサル・森のようちえん

・三浦伸絵＠作業療法士
学
校

認定NPO法人　D×P

放課後等デイサービ
ス

サルビアジュニア

NPO法人
日本タッチカウンセリング

協会

作業療法士

猪名川町教育委員会
／特別支援教育分野
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分科会開催を前にした校内での検討/2018年11月16日

【猪名川甲英高等学院は、専門家の先生たちから何を学ぶべきか】

甲英の教員は専門的知識や技術ではなく、「丁寧な指導」「愛情」「センス」によって課題を抱えた子供たちに接している。

空気を読む、環境を作る、一人ひとりをよく見る。「クラス内で子供たちがサポートし合う環境」を1年生で造りあげる。

センスではなく技術的合理的根拠のある指導を確立したい。

そうでないと共有化できない。「なぜこの子供は成長したのか」「なぜこの教師のクラスは安定しているか」

それぞれ別の立場と手法で「課題を抱えた子供たち」をサポートしている先生たちからその知見をサポートしてもらいたい。

・課題ごとの子供たちを把握してサポートする手法やシステム

・教員の技術的な研修

・特性や個性の偏りの強い子供向けによい教育コンテンツ

・ICTサポートのありかた　 （Chromeブックを子供に配りGooglehangoutで

　カウンセラーに相談できる体制を構築）
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分科会＃１/2018年11月28日

【専門分野などの自己紹介】

辻(教委)/ 8年間特支の担任（中学）。教えていた子もたくさん猪名川甲英にきている。連携を密にとりたい。

市橋(サルビア)/子供それぞれにオーダーメイドのプログラムを設計する放課後デイサービス・児童発達支援。マンツーマンがウリ。

いまは他職種で特性に応じた外と関わるプログラムを経験させている。

今井(DxP)/ 不登校等のサポートをする寄付型NPO。ボランティア300人と活動。シェアハウスやコワーキングも。

事情を抱えた子供もきっかけで驚くほど変わる。通信・定時制と連携して総合学習の時間をプロデュース。

出口(タッチカウンセ)/幼児から大人までカウンセリング。チコス（森のようちえん）で発達凸凹を持つ子供たちを支援。

カウンセリングは海外ではもっと敷居が低く、よりよい自分であるためにあるふつうのこと。

後藤(本校校長)/元体育教員・特支の免許保持者。阪神特別支援学校→三田の高等特別支援学校→大前学園。

本校のベースにあるのは「３つのSai」特性の軽い子が特性の重い子を自然にサポートする学校。

そこに専門的な知見を加えていきたい。

全校生徒65名中、療育手帳保持者が16名（把握ベース）、グレーが約40名、中学不登校は約半数。
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【特性の把握や、特性に応じた対応を、科学的に整理したり共有化したりすることは可能か】

大前/ 教員の中にも理解がなく、「不真面目」とか「グレた」でカテゴライズしてしまっている者も。

出口/ 子供に特性があったので「子供の取説」を先生に説明して理解を求めた。

学校とのつきあい方を保護者は悩んでいる。クレーマーにはなりたくないので。

辻/ 以前は生徒指導と特別支援は別モノだった。特支が動き始めたとき「問題行動をする子供たち」の考察を経て同じに。

一般には、発達障害に関する研修は受けている。支援の必要な子供たちの個別の「教育支援計画」で引き継いでいる。

しかし、保護者が学校に対して隠したり、子供に検査を受けさせていない場合があるだろう。

後藤/ ADHDの子供は劣等感を持ちやすい。子供は先生に「できない」と言えない。

市橋/ 特徴的な子供だけを特別に扱うのではなく、アセスメントの手法を統一すればいい。

ただ、検査より学校内外で起こったことのログをとるほうがよい。

特性と行動についての「取説」や「困り感あるある」を共有する。

後藤/ 保護者や本人がカルテ化や検査の受検やその結果を認めない場合もある。独自に作るべきか？

今井/ 全員が受ければいい。生きづらさはみんなある。「発達障害検査」だと抵抗を持つが。

ログは手間なので厳しい子（貧困や虐待）に限定している。業務として増やさないように。

心構え「１否定しない/２様々な経験や背景の人から学ぶ/３まとまりでなく個別に向き合う」

→ありモノの検査にはどんなモノがあるのか（ウィスク4、バインダント2等）を調査

→現時点での学校での生徒把握や情報共有についての調査
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分科会＃2/2018年12月19日

【前回議論を受けて、学校側でやってみたいことを披瀝】

後藤/ 「課題のある子供」の受け容れは大前学園が全国の高等専修学校の中で全国3位。

しかし生徒情報の共有はデータではなく口頭のみだった。

そこで、これから学校で取り組んでいきたいことが以下の６点。

１）教職員に対して特性への理解と知識を向上させ、指導法を習得させる　　 ～研修、勉強会、特性ごとのNGワード(行動)集

２）生徒個々の特性把握 　　～入学時に発達検査・特異性検査を全員実施。学習面の検査は細かすぎるとよくないので自校開発？

３）個々の指導計画(アセス) 　　～中学校からの引き継ぎや保護者の情報も反映した個人カルテを作って全スタッフで共有

４）個々の特性についての情報共有

５）指導への落とし込み

６）検証

現時点では、特性を抱える子供の個々に応じた指導を合理的にできているわけではないので変えていきたい。
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【全体的な方針について】

今井/ 個別の指導計画は難度が高い。それより指導への落とし込みが重要ではないか。

辻/ 在校生で検査済＋指導計画引継ぎがあるのは何人？～5.6名

市橋/ 困難なケースは連携先を確保して振ればいい。学校だけで完結するのは不可能で、地域の専門機関との連携が重要。

大前/ たしかに全員に指導計画は不要かも。要注意は65名中十数名なので口頭共有できている。

ただ、課題のある子供が増えたり、理解の薄い教員がいたりすると口頭共有が困難になってくる。

辻/ （保護者や前在籍校から情報が来ない場合はどうしているか、に対して）

教員のアンテナも高くなってきている。県でも中学から高校への引き継ぎ不足が課題になっている。

市橋/ 「合理的配慮の提供義務があるので」といって全体に周知するのがよい。

出口/ 保護者で合理的配慮の知識がない人も多い。いじめられないか、守秘義務は守られるか。みんなにするから、と伝える。

大前/ 配慮されたくないという一部保護者の意思もある。支援学校にいったほうがいいのに甲英にくる、という子供もいる。
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【１）教職員の指導法習得について】

後藤/ 実際にこれまでは研修をしていない。知識ではなく経験で対応しているが、経験（古いスタイルの指導）が徒になることも。

今井/ DxPでは発達障害の知識はサポーターズスクールで学んでもらう。

辻/ 中学校に対してはスクールアシスタントと支援員で年2回くらい研修を実施。

市橋/ リタリコの研修を参考に自社設計。ソーシャルスキルトレーニングは正解がないのでグループワークなどで。

障害の全体～生活・学習面それぞれの指導の研修、主な薬品と副作用や気圧などの体調変化など。

今井/ 最低限の知識だけでもかなり効果があるのでぜひやったほうがいい。最近はオンライン講座もある。

市橋/ 教員の困り感の相談できる先を作っておくべき。発達障害センターのようなところでも研修をやっている。

大前/ おこっていることを、正確に科学的に説明してくれる人がほしい。

【２）個々の特性把握～３）アセス】

市橋/ 学習と生活は分けたほうがいい。学校は検査より長時間深く子供と接しているから教員のアセスのほうがほんらいだ。

ならば教員がどういう点を看ればよいのかについて解っていたらいい。

大前/ おおまかには教員のチェック、特に気をつけるべき子供については希望があれば受ける体制を整える、がよいかも。

市橋/ 検査すると心理士所感などもついてくるが参考になる。
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【４）共有】

市橋/ 個人情報取り扱いの了承をきちんととっておくべき

出口/ ほんらいは本人もその特性を知っておいたほうがいい。恥ずかしいことやよくないことではないと伝えたい。

市橋/ 「多動→活発」のように、特性についてリワーディングするのもひとつ。

大前/ それができていることが「いい先生」だとも言える。

市橋/ （子供が自分の特性に気付くための具体的な方法は？）

就労移行支援で最初にやるのは自己覚知を促すこと。うまくいかなかった実体験を振り返るのが効果的。

失敗成功体験を実習で気付くのがいいかも。

大前/ この学校にはすでに過去を肯定的にとらえられている子がけっこう多い。さらっと「いじめられていた」と言える。

市橋/ 教科や作業の取り組みの中に「好き・嫌い」や「得意・不得意」を発見させる手法を取り入れたらいい。

どうしても検査は「できないこと探し」になってしまうので。

今井/ 就職したあとの道筋にも大きな影響を与えるので、早くに認知するのはよいことだ。
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分科会＃3/2019年1月25日

【実証講座のアンケート結果と、アンケートで訊くべきことについて】

市橋/ 類似作業で同じアンケートをとっても結果がぶれるときがある。メンタルや環境に影響されることもある。

実習をする場合には、受け容れる側にも子供の評価をとってもらえるといい。特定の子供をマークしてもらうとか。

後藤/ 通年で連続して実施してアンケートの傾向を見ていくのもいいかも。

【連携先について】

市橋/ リスクの高いメンタル系の子供には心療内科や精神科の協力医療機関がほしい。他は個別の主治医と連携。

辻/ 通常学級の子供の保護者はなかなか学校に情報を詳らかにしてくれない。粘り強い闘いが…

今井/ 相談窓口としてはLINEなどSNSでサポートしてあげるのがいい。

市橋/ 就労移行支援は立地によって職種がぜんぜん違うので、バリエーションを広く持つべき。事務系は都市部しかない。

後藤/ "出し先"については教員の知識が不足している。

今井/ 就職サポートはオンライン。「ディスコード」（チャットアプリ）でコミュニティを作っている。

連携先リストがあるだけでもよい。

市橋/ 作業所に複数来てもらってブースを設けてもらい、フェアをやればいい。保護者対象でもいいくらい。
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【教員研修について】

市橋/ 障害の概論／発達障害の種類・見立て・対応／症状と連携医療機関／社会資源（福祉団体等）の活用…領域は広い。

辻/ 猪名川の公立では概要→ユニバーサルデザイン授業造り研修→ソーシャルスキルトレーニング研修など。

国立特別支援教育総合研究所、県の特別支援教育センターの講義配信、町教委の研修や公開講座もぜひ。

今井/ 教員は広く浅い知識。広範な知識を持って、専門性の高いことは他と連携すべき。

【特性の強い子供のための選択授業について】

出口/ 芸術的な学習をぜひ。

今井/ あまり農業から離れないほうがいいと思う。NET販売や流通などに外部講師などを招聘してチャレンジしてはどうか。

市橋/ 特性の強い子供には個別に教育プログラムを設計している。スキルからコンテンツを考える。

今井/ 高度なノウハウが必要なのであまり現実的ではない…
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分科会＃4/2019年2月21日

前回の議論を受けて学校が調査したものをベースに議論

【研修について～まずは基礎的な研修を全教員に均しくするべきではないか】

辻/ 町教委主催のものもぜひ受講してください。基礎編は春先に実施する。

市橋・出口/自分たちも基礎的な研修を実施できます。

～様々な先生からそれぞれ「基本」を学ぶのがよいかも

【連携先～医療機関等についてリストくらいは持っておこうとは考えているが…】

大前/ 甲英では楽しく過ごした子供が、大学・専門学校、さらにはその先でほんとうにしあわせに過ごせているのか

市橋/ 合理的配慮の提供義務ができてから各学校の対応はよくなった。

進学実績の多い学校について対応窓口等をきいておいて進学者に伝えればよい。

合理的配慮は本人が求めるのが大前提。助けを求める力をつける～全部自分でやろうとしないこと。

大前/ いま同窓会を作ろうとしている。それを「卒業生が戻ってこられる場所」とするべきかも。
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【特性別のアンケート結果について】

後藤/ 「落ち着きのない子」は人との関わりがおもしろいようだ。「こだわりが強い子」はあまり興味がない。

「コミュニケーションの苦手な子」は人との関わりに興味はあるが感想が第三者的。

「特に傾向のない子」は事前指導の反映が顕著でわかりやすい反応。

今村/ 特性の強い子のリアクションこそが素直なリアクションで、むしろ我々が学ぶべきところだったのかも。

出口/ 特性を自覚して前向きに捉える機会があれば、生きやすいはずなんだけど。

市橋/ ヒアリングをして感想のログを遺しておくとよい。

大前/ 何が向いているのかを振り返ってヒアリングするのはよいと思う。「必要以上に傷つかない生き方」を知ってほしい。

今村/ 向いている仕事より、向いていない仕事が解っていたら楽だろう。

市橋/ 無印模範解答の子供たちこそ無意識に抑圧されがちで危なかったりもする。
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合同分科会/2019年2月27日＜この頁は企画第一分科会と同内容です＞

【これまでの振り返り】

大前(学校)/ 各分科会の議論で、各学年でやるべきことを明確に定めていこうという話になっている。

子供たちを元気にするところまではいけても、そのあとの彼らの人生をどうしていくかに繋げられていない。

学校の外で学ぶ、学校の外の人から学ぶ(活き活きしたオトナに会う)は意味があったようだ。

興味を惹くものをどんどん増やすべき。「おもしろい」「かっこいい」を増やしてあげたい。

外の人に褒められること＝自分にもできることがある！

北山(第一)/ 我々外部の人間は甲英の学びの意味をわかって甲英と付き合うことが重要だ。

実習の前の事前学習は重要だ。

市橋(自立)/ 卒業生が困るのは就職。それぞれの生き方のモデルとなる「生き方図鑑」を3年間で見せてあげたい。

大前(学校)/ それぞれの「職業に向いている人」が大きく誤解されている例が多い。農家、公務員、教員…

市橋(自立)/ 「戦略的撤退」を。昔は我慢して続けることが美徳とされたが。転職タイミングでサポートしてあげてほしい。

井谷(地域)/ 卒業生に「何かあれば帰っておいで」と言ってあげてほしい。

仲井(地域)/ 初めての卒業生が出る。少しでも地域に残って耕作放棄地の面倒を見てくれるとありがたいが…

大前(学校)/ この3年生では卒業して就農する子供はいない。これからは在学中でそういう気付きを与えてあげたい。

今村(学校)/ 卒業してしばらく経って疲れて帰ってきた子供に「育った猪名川で農業を」という道をつくってあげたい。

市橋(自立)/ 時代も変わっているので保護者向けキャリア教育も必要。彼らの時代と違う。がんばらせすぎて鬱にしてしまう。
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分科会＃5/2019年3月8日

【３つのSaiを再構築】

大前/ 再（再チャレンジ）→才（たくさんの刺戟で夢中になるものがみつかる）→彩（助け合って活かし合う人生を）

市橋/ 小学生と関わるのはどうか。自尊感情をみたすのにとてもよい。

中学生との連携は進路として知ってもらうためにもとてもよい。もっと年少との連携を増やそう。

今井/ 1,2年生はふれあいを重視したらいい。年少に教えるような学びは２年制に特に良いだろう。

3年生となれば進路選択が重要なので、1年後期から2年前半にインプット系を充実させるべきだ。

三浦/ 高齢者や障害者の介護や介助を学ぶのもよい。施設との交流なども。

→卒業生の進路でも多い。西宮甲英では希望者に初任者研修を実施している。

【ICTを活用したサポート体制の構築】

大前/ GoogleHangoutで相談窓口を作ろうと思っている。

三浦/ LINE＠のほうがよいだろう。日頃からHangoutを使っている子供はいない。

今井/ 高校生のほぼ全員がLINEを使っている。メールもほぼ使わない。

出口/ カウンセリングのメニューは面談/電話/メールやり取りなどのメニューを作っている。

辻/ 教委では支援センターでの電話と面談があり、各校にカウンセラーが週1行っている。足りないと言われている。

今村/ 学校の先生に相談は「GoogleHangout」／外部の先生に相談は「LINE」、にすると"外部です"という感じが出ると思う。
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【卒業生たちのサポート】

大前/ 公式同窓会を立ち上げようと思っている。就職後の進路把握や相談窓口を作ってあげたい。

市橋/ 特性の強い子は就職してもすぐ辞めたりする例が多い。でも、無理に続けるよりいい場合もある。

卒業生にもメンタルヘルスなどについての知識を発信し続けてあげたりするならば、全国の先駆けとなるだろう。

出口/ 相談窓口を、卒業後も置いておいてあげたらいいだろう。
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企画第一分科会の議論次年度の展望

　学校の実習で取り組んでいる有機農業の周囲にある慣行農業、販売や流通、作物を売って生業を建てるということといった「地域農業の

リアル」をどう学ぶかを議論しました。農場での作業実習やJAとの協働による販売実習などをつうじて、議論は「校外での体験事業の設計

と実施」に留まらず、猪名川甲英でおこなわれているあらゆる農業学習のカリキュラムの総棚卸をし、学校の実習と座学と校外実習を組み

合わせて「3年間で"農業"をどう学ぶのか」を再設計すべきということに至りました。

　1年で有機農法を楽しむ→2年でプロの農家との協働で本格的な農業を学ぶ→3年で農家の経営について学ぶ＋稲作を体験。

　このように段階的に学んでいくことによって、3年を修了した子供たちに農業を意味あるものとして遺すことを考えています。卒業生のうち

の何人かは本格的に就農をめざし（中には猪名川でも）、他の子供にとっても農業の学びが彼らにとって価値のあるものになる、そんな学

びにしなくてはなりません。そのためには、2年次以降では地域農家での実習による本格的な栽培技術の習得や、JAと協働した販売実習、

さらには大規模農家への見学などを効果的に組み込めることが理想です。

　外部との協働による学習のみならず、とうぜんながら従前よりおこなわれている「家庭科」「農業と環境」「食品流通」「栽培知識」など他教

科の学習についても、すべてをリンクさせたカリキュラムとして体系化しなければなりません。3年間の農業の学びのリンクを図式化したモノ

を「グローカルマップ」と名付けて「走らせながら完成させる」ことを次年度の目標に掲げています。
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企画第二分科会の議論と次年度の展望

　AIやドローンといった先端技術、世界的な人口問題や環境問題、日本の農業と世界の農業の問題。課題を抱えた子供たちにはやや背伸

びともいえる分野ですが、次代を担う彼らに必要な問題意識であり、彼らに切り開いてもらわなくてはいけない分野でもあります。猪名川グ

ローカルプロジェクト以前の2018年度に実験的におこなった「ドローン米の栽培」の検証からスタートし、「発展途上国」から完全に「先進国」

になった現在の日本の子供たちに相応しい学びとは何かを議論しました。

　たしかに、コンテンツのレベルについてこれていない子供も多数見受けられました。教員たちからも「概念的なものはハードルが高い」とい

う意見もありました。しかし、一部の好奇心旺盛な子供たちは興味津々だったのも事実です。

　猪名川甲英高等学院の理念は「３つのSai」です。まずは苦手や弱さを受け容れて再チャレンジする「再」ですが、その先には、長所や強

みを見つけて伸ばす「才」と、卒業後の人生を鮮やかに彩る「彩」があるはずです。ほんとうに猪名川甲英では、「再」の先の「才」や「彩」の

教育に至ることができていたのかが図らずも浮き彫りになりました。卒業後の彼らの目標となり得るような先端分野のスペシャリストとの邂

逅を学校が提供することは、これからもやっていかないといけないのではないかとも考えています。

　いっぽうで、「ドローン米の栽培」に先んじて、一般的な慣行農法による稲作も学ぶべきだという反省もあったことから、企画第一分科会が

中心となってつくりあげるグローカルマップに稲作をしっかりとプロットしていくことも次年度の目標です。
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地域連携分科会の議論と次年度の展望

　学校と子供たちが地域の自然と優しい地域の人々に育まれ、学校と子供たちが地域に活力を与える。猪名川甲英高等学院は設立3年にし

て、地域と共に支え合う学校になりました。子供たちがさらに深く地域と関わり、地域を識ることで、彼らの刺戟になることはないか、地域の行事

や地域の課題について子供たちと地域が協力して取り組むことができないかを議論してきました。

　子供たちがより猪名川の地域についてより深く識るために、猪名川町教育委員会の支援を受けて、国史跡多田銀銅山の見学をおこないまし

た。この見学の検証から、子供たちが校外のオトナたちとのふれあいをとても刺戟に感じているということがわかりました。これを受けて、地域団

体や教育委員会などの支援を受けた校外での学びをさらに実施していくことを検討しています。

　いっぽうで、彼らが人の役に立つことを特別嬉しいと感じていることが明らかになりました。生きづらさを抱えてきた子供たちは承認欲求が強い

のかもしれません。そのことから、学校のある阿古谷地域の地域活動の"お手伝い"が学びになるような仕組みを作っていこうということを検討

することになりました。祭、清掃、山林や農地の保全といった行事に子供たちが参加し、同時に体験学習ができたり地域の歴史を学べたりする

ようなカリキュラムを作っていこうと考えています。農業だけではなく、農村や森の知恵を学び、農村で暮らす意味を知れば、都会から離れて里

に暮らすことを選択肢として考えるようになるとも期待しています。

　学校側で地域行事のスケジュールを把握し、「行事参加＋学び」を企画・運営していく体制を作っていくのが次年度の目標です。
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自立支援分科会の議論と次年度の展望

　猪名川甲英の教員たちは専門知識や技術ではなく「丁寧な指導」「センス」によって生きづらさを抱えてきた子供たちに接しています。クラス

内で子供たちがサポートし合う環境を醸成することで子供たちに再チャレンジを促しています。その状態に各分野の専門家の高度な知見を

付加することで、技術的合理的根拠のある指導を構築し、情報を共有化することをめざして議論を始めました。

　この分科会では、さまざまな立場で特性の強い子供のサポートをしている委員に集まっていただきました。委員から発信される知見や意見

は、学校側だけではなく委員どうしにとっても興味深いものであるため、参加者自身が議論を楽しんだ分科会とも言えるでしょう。学校側参加

者を含む分科会メンバー自身が、比較的"特性の強い"メンバーであることもその一因かもしれません。

　次年度は、各分野の専門家による基本的な教員研修の実施をすることで基本的認識を新たにすることからはじまり、子供たちの特性ごとの

サポートについてのマニュアル、特性の強い子供のサポート体制などを整備していきます。それと合わせて周辺の医療・福祉機関や、大学・

専門学校などの進学先、就職先などとの連携体制を構築していきます。

　また、年少の子供たちとのふれあいや高齢者や障害者の介護や介助を学ぶ経験なども親和性が高いという意見も出ました。

　あわせて、全生徒にChromeブックを配備し、G Suiteのポータルサイトを構築、さらには全生徒に標準化します。

　次年度にLINE@やGoogleHangoutでカウンセラーに相談できる体制を構築していきます。
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次年度のプロジェクト

　2018年秋に始まった議論は、「現在の学校へのプラスアルファ」というより、「現在の学校を構成してきたものの再検

証」になってきています。

　本校の理念である「３つのSai」に再解釈を与え、本校の教育の特色である「地域と農業」3年間の学びを再構築する

こと。現在の学校に「各地域から人的・物的協力などを得ること」をプラスアルファととらえるのではなく、現在の学校

を、構成する要素に分解したうえで、そこに各地域からの人的資源を加えて再構築することによって「チーム高等専

修学校」を形成すること。

　猪名川グローカルプロジェクトは、キックオフからまだ数ヶ月でありながら、当初の想定をうわまわるケミストリーを生

み、3カ年の2年目である2019年度に進むことになります。
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慣行農法の実習
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2018年度の猪名川グローカルプロジェクトにご協力いただいたみなさまに心から感謝申しあげます。

グローカルプロジェクトはまだ始まったばかり、2019年度、2020年度と続いていきます。

また、猪名川甲英高等学院および大前学園の挑戦はさらに先まで続きます。

これからも、大前学園、猪名川甲英高等学院、猪名川グローカルプロジェクトに、格別のご高配賜りますようよろしくお願いします。

大前学園　猪名川甲英高等学院

理事長
大前繁明

校長
後藤直樹

東正明

今村岳司
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