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沖縄県立総合教育センター 1 年長期研修員 第 63 集 研究集録 2018 年３月 

＜分析システム＞ 

科目「作物」における思考力・判断力・表現力を高める授業の工夫 
―農業生産工程管理（ＧＡＰ）に基づいた教材の作成及び実践を通して― 

 

沖縄県立中部農林高等学校教諭 安 座 間 康    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 
21 世紀は「知識基盤社会」の時代であると言われ、「生きる力」を育むことがますます重要になってい

る。高等学校学習指導要領では、教育課程編成の一般方針として、「基礎的・基本的な知識及び技能を確実

に習得させ，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐ

くむとともに，（後略）。」と示している。このことから、様々な課題を解決するため、自ら学ぶ意欲や思考

力・判断力・表現力を育成することが重要であると考える。これらの能力を習得させるため、高等学校学

習指導要領では、科目「作物」の目標として、「作物の生産と経営に必要な知識と技術を習得させ，（中略）

品質と生産性の向上及び経営の改善を図る能力と態度を育てる。」とある。具体的な学習内容について高等

学校学習指導要領解説農業編では、科目「作物」の内容として「（前略）農業生産工程管理など作物の生

産と経営の改善について基礎的な内容を扱うこと。」と掲げており、作物の生産及び経営に関する学習を

通して、習得した知識・技術を活用し、課題を改善できる能力を育む教育が求められている。 
本校熱帯資源科では、学科目標として、「熱帯の有用な資源作物の基礎的な生産活用及び愛玩動物の飼養

管理に関する知識・技術を学び,実践力を備えた創造性豊かな産業技術者を育成する。」とし、この目標達

成のため１年生から栽培や飼育を通して、課題設定から計画立案、実施、反省・評価まで一連の流れで学

習するプロジェクト学習の基本を学ぶ。２年生以降は、既習内容を基に知識・技術を活用する取り組みと

して、学校行事等での学習成果の発表や各種コンテストへの参加を行っている。しかし、生徒の現状とし

て、生育に関する現象について実験・実習等で記録した数値を説明するのみで、なぜそうなるのかなどの

根拠・理由を明確にできていない状態で発表していることがわかった。その要因として、実験・実習にお

ける観察・記録・結果をまとめることに重点的に取組み、整理・分析する学習活動を十分に確保できてい

なかったことが挙げられる。そのため、実習等で知識・技術・情報を活用する場面で既習内容との関連性

に気づくことができないなど、授業を通して思考力・判断力・表現力を育むことに課題があったと考えら

れる。 

近年、農業生産工程管理（以下ＧＡＰ）の基準を満たした安全・安心な農産物が注目を浴びている。Ｇ

ＡＰとは、農業生産活動における各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を持続的に行うことにより、

食品の安全性向上、農業経営の改善等につながる取り組みである。ＧＡＰには国際基準としてヨーロッパ

で広く普及しているＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐや日本発のＪＧＡＰなどいくつか種類がある。主な工程管理

として①農産物の安全②環境への配慮③農業者への安全と福祉④農業経営と販売管理がある。2020 年東京

オリンピックにおいて選手に提供できる食材として、国際水準のＧＡＰ認証取得が求められているが、現

在日本ではＧＡＰ認証取得数が少ないことや国内での認知度が低いことが課題である。また、平成 29 年５

月に農林水産省と文部科学省は連名で、農業高校で農業生産工程管理（ＧＡＰ）を授業に取り入れるよう

促す通知を、都道府県に発出した。ＧＡＰの手法は、プロジェクト学習の学習過程と類似していることか

ら、教科指導においても活用できるのではないかと考える。 

そこで本研究では、教材作成においてオリンピックの食料調達基準を満たしているＪＧＡＰに基づき、

実習順序及び点検項目を一覧表にすることで学習の見通しを持たせるとともに、学習内容の振返りを促す。

また、毎時の目標を明確にし、記録・点検・評価を生徒自身で行うことで、授業の中で改善点に気づかせ、

改善方法について考え、根拠を持って判断・実践できる工夫を行う。その学習活動を繰り返すことで、知

識・技術の活用を促し、課題解決能力が育成されることで思考・判断・表現する能力が高まると考え、本

テーマを設定しました。 

〈研究仮説〉 

 科目「作物」において、ＧＡＰに基づいた栽培実習や教科学習を体系的に取り組むことで、生徒の知識・

技術の定着・活用が促されるとともに、生産工程管理を通して実習内容を振り返り、課題に気づき改善し

ようとする態度を育むことで、思考力・判断力・表現力を高められるであろう。 
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Ⅱ 研究内容 
１ 授業に関する実態調査について 

  本校熱帯資源科３年生 19 名に対して５月 18 日に、作物に対する意識や１、２年生で既習した内容

をどの程度理解しているかなどの生徒の実態把握と、ＧＡＰの教材作成、授業計画を行う上での基礎

資料とするためアンケート調査とレディネステストを実施した。 

(1) アンケートによる実態調査 

生徒の思考力・判断力・表現力に関する

質問（図１）の「質問１：作物の変化に気

づくことができる」では、肯定的回答（と

てもあてはまる・ややあてはまる）が 79％

あり、授業で行ってきた観察・記録・調査

学習により、作物の変化に気づく能力が

高まっていることがわかった。「質問２：

自分の考えを発表することがある」では、

どちらともいえないが 42％、否定的回答

が 32％あり、授業内で作物の管理技術習

得に重点を置き、発表する場面設定が少

ないためこのような結果になったと考える。「質問３：作物の状況に合わせた施肥を行うことができ

る」では、否定的回答が 52％あり、作物や土壌の変化に気づくことはできるが、状況を理解した上

で、どのような方法で対処するかという能力に課題があることがわかった。 

(2) レディネステストによる実態調査 

1 学年必修科目「農業と環境」の既習

内容から栽培実習を行う際に必要になる

分野（土壌・分類・作型・肥料・タネ・

管理技術・生物・計算）に関する知識問

題及び知識活用問題を出題した（図２、

図３）。図２から、知識問題は正答率が

80％と高く、概ね定着していることがわ

かるが、知識活用問題は正答率 46％と低

く、知識の活用に課題があることがわか

る。図３から、管理技術分野においては、

知識問題及び知識活用問題ともに正答率

が高いことがわかった。しかし、肥料分

野に関する知識活用問題及び計算問題に

課題があることがわかった。 

(3) まとめ   

アンケート結果及びレディネステスト

結果から、３年生ということもあり多く

の生徒が専門知識や作物の変化に気づく

能力を持っているが、生育状況に合わせ

た管理を行えない生徒も多いことがわか

った。その原因として、知識を活用する

ことを苦手としていることが考えられる

(図１、図２)。その状況を踏まえた授業

展開として、土壌分析や生育記録から生

育状況を分析し、課題を改善するために

思考・判断・表現する場面を設定する必

要がある。そのため、まず初めにレディ

ネステストから明らかになった生徒の苦

手とする分野を確実に習得させ、実習の
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中で知識・技術を活用できる状態にする。次に食品の安全性向上、農業経営の改善等につながる取

り組みであるＧＡＰの手法を授業に取り入れ、土壌診断、適正量の施肥、衛生的な収穫等の生産工

程ごとの管理項目に基づき記録、点検、評価、改善を行う。これら工程管理を通して、実習内容を

振り返ることで、課題解決能力が育まれ、思考力・判断力・表現力を高めることができると考える。 

２ 学習教材作成 

(1) 単元の指導計画及びコンセプトマップの作成 

生徒がなぜこの単元でＧＡＰを学んでいるのかを明確化し、常に授業の見通しと振り返りができ

るようにするため、ＧＡＰの考え方と単元の指導計画及び評価方法を一覧にした。また、構成内容

にあたっては、授業のガイダンス時に出た生徒の意見や学びたい事などを載せることによって、生

徒と教材をつなぎ、学習内容が科目の目標を達成することに関係していることを理解させる。さら

に、思考力・判断力・表現力を高める学習につなげるため、授業の導入時に毎時間コンセプトマッ

プを活用することで、本時の学習内容と既習事項のつながりも意識できるように工夫した(図４)。 

(2) ワークシートとプレゼンテーション資料 

ＧＡＰの手法を取り入れた作物での学習が誰でも実践できるようにするため、単元「作物生産の

実践」の授業で使用するワークシートとプレゼンテーション資料を作成した。 

① ワークシートの工夫 

ア 学習のねらいを明確にし、か

つ授業内容とＧＡＰのつなが

りを確認できるようにするた

め、ＪＧＡＰの管理点番号も記

載した。 

イ 思考力・判断力・表現力を高

めるため、生徒が授業で知識を

活用するための資料及び引用

先を掲載した。例えば、栽培計

画を立てる際は栽培品種の気

象条件、土壌条件、病害虫等の

基本情報や育苗、収穫等の管理

方法及び沖縄県の気温、降水

量、日照時間の資料を分析し、

生徒自ら考えをまとめ、栽培計

画を立てられるように工夫し

た（図５）。 

図４ コンセプトマップ

図５ 栽培計画時に使用したワークシート 
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② プレゼンテーション資料の工夫 

ア 実習方法や授業の流れをプレゼンテーション資料にまとめ、生徒に配布し、説明することで

見通しを立てた学習や振り返り学習ができるように工夫した。また授業の説明時にワークシー

トや実習手順書も連携させることで、知識・技術の活用方法をイメージ化させ、授業内容を理

解しやすくした。さらに、考えるためのヒントや実習時の様子を掲示することで、農場及び実

習手順の改善点を全体で考え、共有するための時間が十分に確保できるように配慮した。 

イ 作物と土壌のモニタリング調査による数値の変化をグラフで示し、生育の予想が立てられる

ようにする。また得られた結果を分析し、根拠に基づいて追肥量を判断する場面では、多くの

生徒が計算を苦手としていることから、表計算ソフトで計算シートをつくり、目的とする施肥

量を入力すると追肥回数毎の量が数値化されるようにした。また、施肥計算の考え方や計算方

法については、練習問題をワークシートに示し、生徒一人一人に取り組ませた。 

ウ プレゼンテーション資料にはワークシートの記入ポイントや評価の観点を示し、生徒の考え

が記入しやすいように工夫した。 

(3) ＧＡＰの管理点と適合基準の作成 
本研究では「ＪＧＡＰ Basic 青

果物 2016」を参考資料とした。「Ｊ

ＧＡＰ Basic」は国内で農産物を流

通させるうえで十分な内容を含んで

おり、国際基準のＧＡＰを目指して

いる「ＪＧＡＰ Advance」との共通

事項も多く、全部で 120 項目ある。

この管理点のうち、商品管理、農産

物施設取扱いの管理、肥料管理、労

働安全管理の４分野計 60 管理点に

取組んだ。管理点の適合性はすべて

満たすと○、１つだけ不適合を△、

２つ以上不適合だと×とし、判断し

やすいように工夫した。（図６）。 
(4) 実習手順書及び生産工程管理表の作成 

① 実習手順を確認し、基礎的な技

術の定着を促すために、土づくり

から収穫・調整の方法までの手順

を資料として作成した（図７）。 
② 「安全・安心な農産物」の生産

に必要な知識・技術の活用を促し、

課題解決能力の育成や、生徒に思

考力・判断力・表現力の高まりを

実感させるため、生産工程管理表

を作成した（図８）。作成の流れと

して、生徒は実習手順書を基に、

生産工程管理表を作成し、その項

目に従い実習を行う。実習では、

各生産工程の適合性について生徒

同士で自己審査を行い、もし不適

合があった場合は適合に向けた改

善策を考える。生産工程管理表は

活用するたびに修正がないかを常

に考えさせていく。このような一

連の学習活動を繰り返すため、思

考・判断する場面の確保に努めた。 

図６ ＧＡＰの管理点と適合基準 

図７ 実習手順書 

図８ 生産工程管理表 
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③ 資料活用能力を高めるため、生産工程管理表の管理項目として抽出する情報は、ワークシート

や授業で配布する資料から調べられるようにした。 
(5) 振り返りシートの作成 

授業の中で理解できなかったこ

とを解消し、さらに思考を深める活

動につなげる。また他の生徒が考え

ていることを全体で共有すること

で、様々な視点や知識の活用方法に

気づかせることをねらいとして、振

り返りシートを作成した（図９）。具

体的には、授業の 後に配布し、本

時の学習達成度や授業内容の質問

及び自己評価に関する内容を記入

させ回収する。記入内容は項目ごと

に一覧にまとめ、質問に対しては新

たな資料を載せ、次回の授業の導入

前に回答した。さらに、前回の授業

を思い出しやすくするため、学習状

況を確認できる写真を掲載した。 

 

Ⅲ 指導の実際 

１ 単元名 「作物栽培の実践」 

２ 単元の指導目標 

(1) 観察や実験・実習を通して、作物の特性と栽培環境の相互関係から作物の生育と環境の調節につ

いて理解させ、作物生産に関する科学的な見方と実践力を育成する。 
(2) 作物の栽培計画、栽培管理、栽培評価に関する基本的な知識と技術を習得させるとともに、作物

栽培に関する科学的な見方と課題解決的な実践力を育成する。 
(3) 作物生産の経営改善を図るために、これまでの学習を基に作業体系、生産規模と費用について理

解させ、生産、流通と作業体系を改善する能力と態度を育成する。 
３ 単元設定理由 

(1) 教材観 
近年、食品における残留農薬や病原性細菌による食中毒、放射能汚染など食の安全に関する問題

が世界各国で問題となっていることから、農業生産工程管理（ＧＡＰ）の基準を満たした安全・安

心な農産物が注目を浴びている。そこで、食品の安全性向上に関する理解を深めるのに も適した

単元の一つが「作物生産の実践」である。この単元では、観察や実験・実習を通して栽培環境と生

育の調節や環境に配慮した作物栽培の技術の仕組みを学ぶ。また、品種の選定をはじめとする栽培

計画、栽培管理などの作物の生産と経営について体系的に学び、農業生産工程管理などの作物の生

産と経営の改善について基礎的な内容を理解することで、品質と生産性の向上及び経営の改善を図

る能力を習得させるのが目的である。本単元では、実習・実験の中で既習内容を繰返し活用できる

ようにするため、播種から収穫までの期間が短く、栽培期間中に数回収穫が可能な沖縄県の伝統野

菜であるエンサイを教材に選定した。そうすることで、興味・関心を高め、作物生産を通した生産

工程管理を繰返し実践することで思考力・判断力・表現力を高めたい。ＧＡＰの手法は、プロジェ

クト学習の学習過程と類似していることから、教科指導においても活用できると考える。 
(2) 生徒観 

本校熱帯資源科は、２年生より「資源コース」「動物コース」の２つのコースに分かれ学習する。

本学科では１年生で履修した科目「農業と環境」の栽培において農業の持つ物質循環を生かし、生

産性との調和などに留意しながら、土づくりをはじめとする堆肥や化学肥料の使用などによる環境

への負荷を軽減する環境保全型農業を学習してきた。また、１年生の頃より、課題設定、計画立案、

実施、反省・評価まで一連の流れで学習するプロジェクト学習の基本を学んだ。このような背景か

らも、３年生の課題研究において生徒が主体的にテーマを設定し、ＰＤＣＡサイクルを実践しなが

ら取り組むことができていると感じる。しかし、除草、マルチング、土壌の改良方法など、知識に

図９ 振り返りシート 
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関しては受け答えができるのに比べ、実際に栽培を通して得られる情報を理解して課題を解決する

場面に関しては、今まで学んだ知識を活用して取り組むことができておらず、教師主導になってい

ると感じている。生育状況と環境条件を観察・記録して、生育を予測しながら、実習の適期や方法

を判断して適切に栽培管理を行う能力と態度を育てるために、今まで学んできた知識・技術が「役

立つこと」「意味があること」と実感させるとともに、実習を通して考えたことの意見交換や発表な

どで科学的思考や論理的思考を深めることで、知識・技術の定着・活用を促し、思考力・判断力・

表現力を高められるよう工夫する必要があると考える。事前アンケートの結果から、すべての生徒

が「グループ学習」「動画教材」は授業内容を習得するために効果的な学習と認識していることか

ら、グループ学習及び動画教材を効果的に活用したい。 
(3) 指導観 

本単元を通して、品質と生産性の向上及び経営の改善を図る能力の習得を目指す。また、作物生

産の実践で得た知識・技術を活用する能力として、科学的な思考や論理的な思考を育成させるため

に、単元全体として、繰り返し思考させる場面を設定する。さらに考えたことを共有するため、全

体の場での発表も目指す。単元の導入に当たっては、生徒主導となるように、生徒の興味・関心の

高い教材を選定する。また授業の 初に学習内容のビジョン及びゴールを確認する。本単元ではＪ

ＧＡＰの管理点及び適合基準を取入れ、土壌診断、適正量の施肥、衛生的な収穫、調整等の生産工

程ごとの管理項目に基づき記録、点検、評価、改善を行う。これら工程管理を通して、基礎的な知

識・技術の定着を促すとともに実践してきたことがＪＧＡＰの基準に適合しているかを生徒自身が

客観的に自己審査できるように、数値や根拠を示しながら分かりやすく全体の場で伝えることがで

きるように指導したい。 
４ 単元の評価規準  

 関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解       

評
価
規
準 

ア 農業生産工程管理

に対して興味・関心

を持ち、探求しよう

としている。 
イ 作物の生育と栽培

環境について、興味

をもって学ぼうとし

ている。 
ウ 経営診断の重要性

について、興味を持

って学ぼうとしてい

る。 

ア 農業生産工程管理の

手法をもとにして、分析

したり、論理的に考えた

りして、科学的に判断で

きる。 
イ 作物の生育に、環境条

件がどのような影響を

与えるかを考えられる。

ウ 経営診断の結果から

改善策を考えることが

できる。 

ア 圃場準備、播種から収

穫までのエンサイの栽

培管理について理解し、

生育段階に応じた適切

な管理ができたか。ま

た、実習で得られたデー

タを正確に記録するこ

とができる。 
イ 経営診断の重要性を

理解し、経営診断の結果

から適切な経営設計が

立てられる。 

ア 農業生産工程管理を

通して、基本的なことが

らについて正しく理解

し、知識を身につけてい

る。 
イ 作物を栽培するにあ

たって考えなければな

らない条件について理

解できている。 
ウ 学習した内容および

栽培や販売の経験によ

って、作物栽培に関する

知識や理解が深まって

いる。 

５ 単元の指導と評価計画（全 18 時間） 本時：17 時間目 

単

元 

時

間 
主題名 ○ねらい・学習活動 

評価の観点 評価 

方法等 関 思 技 知 

 

 

 

 

 

 

作

物

生

産

の

実

践 

 

 

 

１ 

２ 

ＧＡＰ導入に向けた 

ガイダンス 

①「安全・安心な農産物」

を説明できるか。 

②「ＧＡＰ」ってなんだ。 

①学習してきた知識を基に、「安全・安心

な農産物」について根拠をもって説明で

きるようになろう。 

② 「 Ｇ Ａ Ｐ 」 =Good  Agricultural

Practice（良い農業のやり方）について

学び、「安全・安心な農産物」に対する

理解を深める。 

ア ア  ア 

アンケート

 

ワーク 

シート 

３ 

４ 

③農場内の役割分担・ 

責任の明確化 

 栽培計画 

④「ＫＹＴ」「ＢＡＰ」

って何？ 

農場・関連施設の 

リスク確認 

③役割と責任を明確にすることで、担当

区のことを集中して管理することがで

る。今後、担当区ごとに目標を立てて改

善する。 

 エンサイの基本情報、沖縄県の気象情

報を基に、栽培計画を立てる。 

④「ＫＹＴ」=危険予知トレーニング、「Ｂ

ＡＰ」=Bad Agricultural Practice

ア

ウ
ア  イ 

ワーク 

シート 
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作

物

生

産

の

実

践 

 

 

の略。 

 農場に潜む危険な場所、良くない状況

を発見し、改善策を考えていく。 

５ 

６ 

⑤ＧＡＰ認証農家から

ＧＡＰの現状を学ぶ。 

⑥エンサイの定植 

 エンサイと土壌環境

のモニタリング① 

⑤ＧＡＰを実践する上で、様々な視点を持

つことの重要性を学ぶ。 

 担当区の目標を設定し、計画をたてる。

⑥定植の実習を通して、実習手順（ルール）

を理解し、効率化について考える。 

 定植時の葉の色、土壌環境（ｐH、EC）

を記録し、今後の栽培に活かす。 

 ア ア  
ワーク 

シート 

７ 

８ 

⑦エンサイに施肥 

 エンサイと土壌環境

のモニタリング② 

⑧生産工程管理表とは

何か。 

  

⑦施肥計画を学び、実際に施肥を行うこ

とで、適切な施肥量について考える。 

 施肥時の葉の色、土壌環境（ｐH、EC）

を記録し、今後の栽培に活かす。 

⑧実習手順書（定植・施肥・土壌分析・収

穫）を基に作成された生産工程管理表

を用いて、実習することで生産工程管

理の重要さについて学ぶ。 

イ
イ 

ア 
ア ア 

ワーク 

シート 

９ 

10 

⑨エンサイの収穫・調整 

  

⑩エンサイと土壌環境

のモニタリング③ 

 

⑨エンサイの収穫・調整を学び、生産工程

管理を実践する。 

⑩収穫時の葉の色、土壌環境（ｐH、EC）

を記録し、今後の栽培に活かす（施肥・

土壌分析に関する生産工程管理の見直

し①）。 

※宿題としてＧＡＰについて学習した内

容をまとめ、消費者向けのポスターを

作成するように課題を与えた。 

 
ア

イ 
ア  

ワーク 

シート 

11 

⑪リスク評価 ⑪リスクとは、危害の発生確率×危害の

程度と言われます。 

 栽培・収穫・出荷工程のリスクを検討す

ることで、事故が起こるポイントの理

解を深める。 

 ア  ア 

ワーク 

シート 

 

12 

13 

⑫エンサイの収穫・調整 

 エンサイと土壌環境

のモニタリング④ 

 

 

 

⑬担当区の改善活動① 

⑫リスク評価に基づいて、エンサイの収

穫・調整の生産工程管理表を修正する。

 これまでの栽培データに基づいて、施肥

量を考え、施肥を行う（施肥・土壌分析

に関する生産工程管理の見直し②）。 

⑬担当区ごとに計画通り改善活動（整理

整頓など）を実施し、自己評価を行う。

 
ア 

イ 
ア  

生産工程 

管理表 

14 

15 

⑭肥料と収穫量の関係

について考える。 

 

⑮ポスター作製及び 

生産工程管理表の作

成 

 担当区の改善活動② 

⑭過去の栽培データに基づいて、肥料と

施肥量の関係性に理解し、今後の生育

を予想し、施肥量を選択することがで

きる。 

⑮これまで学習してきたことから、農場

の課題、リスクをＪＧＡＰの管理点に

基づいて具体的にどのように改善した

かをポスターや生産工程管理表にまと

める。 

ウ
イ 

ウ 

ア 

イ 
ウ 

ポスター 

 

生産工程 

管理表 

16 

⑯ＧＡＰの自己審査 ⑯実習記録簿と管理点を参考に、自己審

査を行う。 
ア ア  ウ 

ワーク 

シート 

行動 

観察 

17 ⑰ＧＡＰの公開模擬 

審査 

⑰自己審査内容に対して授業者（ＪＧＡ

Ｐ指導員）に判断基準を明確に説明す

る。 

ア ア   

ワーク 

シート 

発表 

18 

⑱単元のまとめ ⑱「安全・安心な農産物」について根拠を

もって自分の考えをまとめることがで

きる。 

ア ア   

ワーク 

シート 

アンケート
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６ 本時の学習指導 

(1) 検証授業 

      日程：平成 29 年 11 月 14 日（火） ６校時 14 時 55 分～15 時 45 分 

対象：熱帯資源科３年１組 資源コース 19 名  
(2) 主題名「ＧＡＰの公開模擬審査」 
(3) 指導目標 

   ① ＧＡＰの管理点と適合基準を基に、各工程管理の適合性を判断することができる。 
  ② これまで学習してきた内容及び記録簿等の情報を関連させて説明することができる。 
(4) 本時の評価規準 

評価規準 
（学習内容） 

具体的な評価規準 
評価 
方法 Ａ 十分満足できる Ｂ おおむね満足できる Ｃ 指導の手立て 

【関心・意欲・態度】 
農業生産工程管理に

対して興味・関心を持

ち、探求しようとして

いる。 

農業生産工程管理につ

いて、作物生産の実践

などを基に、ワークシ

ートやその他資料など

を幅広く活用しなが

ら、意欲的に意見を述

べている。 

農業生産工程管理につい

て、作物生産の実践などを

基に、自分の考えを意欲的

に述べている。 

農業生産工程管理につ

いて、生徒自身の作物

生産の実践例や授業で

使用した資料を具体的

に示すことで、探究活

動を促す。 

ワーク

シート

【思考・判断・表現】 
農業生産工程管理の

手法をもとにして、分

析したり、論理的に考

えたりして、科学的に

判断できる。 

農業生産工程管理の管

理点と適合基準を理解

し、自己審査した結果

を、ワークシートやそ

の他資料を活用するな

ど根拠を示し、論理的・

科学的に説明できる。 

農業生産工程管理の管理

点と適合基準を理解し、自

己審査した結果を、作物栽

培の実践例から説明でき

る。 

農業生産工程管理の管

理点と適合基準の内容

の確認を促し、作物生

産の実践例と照らし合

わせながら自己審査が

できるように促す。 

ワーク

シート

発表 

７ 本時の展開 

評価の観点（【関】関心・意欲・態度 【思】思考・判断・表現） 
学習 
展開 

生徒の活動 教師の活動 使用教材
評価の

観点 

導入 
５分 

１ 身なりを正し、始めの挨拶を 
する。 

２ 今日の発表会の目的を理解す

る。 
３ 発表会に向けてのルールの確認

と審査基準を理解する。 

１ 号令・挨拶・出席点呼を行う。 
 
２ 今日の発表会の目的を示す。 
 
３ 発表会に向けてのルールの確認 
と審査基準の説明を行う。 

 
 
液晶ﾌﾟﾛ 
ｼﾞｪｸﾀｰ 
 

 
 
 

展開 
40分 

 
 
 
 
 
 
 
 
４ 班で分担しながら発表する 
  発表時間４分 質疑応答４分 

発表準備１分 
・労働安全の責任者 
・肥料管理の責任者 
・農産物取扱い施設の責任者 
・商品管理の責任者 

 
５ 発表以外の生徒は記録用紙に発

表内容や方法で参考になった点や

改善点を記入する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
４ 限られた時間の中で聴衆に対して

より深く理解してもらうには、どう

すればよいか考えさせる。また質疑

応答では、リスク管理（食品汚染、異

物混入、環境汚染）に関する内容を重

点的に質問する。 
 
 
５ 発表以外の生徒に記録用紙への記

入を促す。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
液晶ﾌﾟﾛ 
ｼﾞｪｸﾀｰ 
ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC 
記録用紙 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【関】 
 
【思】 

まとめ 
５分 

６ 本時のまとめを行う。 
７ 次回の授業内容の説明を聞く。

８ 終わりの挨拶をする。 

６ 本時のまとめを行う。 
７ 次回の授業内容の説明を行う。 
８ 終わりの挨拶をする。 

 
 

 
 

【テーマ】 
ＧＡＰの公開模擬審査 
【目標】 

① ＧＡＰの管理点と適合基準を基に、各工程管理の適合性を判断することができる。 

② これまで学習してきた内容及び記録簿等の情報に関連させて説明することができる。 
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Ⅳ 仮説の検証 
１ ＧＡＰに基づいた栽培実習や教科学習を体系的に取組むことで、知識・技術の定着が図られたか 

(1) ＧＡＰ導入におけるコンセプトマップの検証 

コンセプトマップは授業開始時に活用し、ＧＡＰを学ぶ意義や本時の目標・内容などを確認した。

また学習内容のつながりを意識させ、単元全体の見通しを持たせることや学習内容の振り返りに用

いた。コンセプトマップ導入当初の生徒の反応は「色つきで

見やすく、理解しやすい」「後々振り返って思い出すことが

できる」といった感想であったが、検証授業後半では「ポイ

ントに着目して授業を振り返られた」「流れがこの資料を見

ればしっかり進んでいることがわかった」「これが今までの

取組みと分かって考えるきっかけになった」など授業内容の

全体像を明確化できただけではなく、学習内容の流れやつな

がりに気づき、思考する場面においても活用されたことがわ

かる。「コンセプトマップは授業を理解することに役立った

か」とアンケートを行ったところ、97％の生徒が「はい」と

答えていることからも、生徒は見通しや振り返りを行うこと

ができたと考える(図 10)。 

(2) ワークシートやプレゼンテーション資料による思考力や判断力の検証 

 ① 施肥設計に関わる計算方法を習得するためのワークシート 

レディネステストから明らかになった

生徒の苦手分野を確実に習得させ、実習・

実験の中で知識・技術を活用できる力を身

につけさせるため、具体的に計算方法を確

認した(図 11)。生徒から「肥料の計算は

難しいと思っていたけど、今回簡単にでき

た」などワークシートを活用することで全

生徒が計算問題を克服できた。また「今ま

でが過剰施肥だった」「環境を守る上で必

要な計算だ」という感想があり、環境保全

型農業を実践するには施肥計算が必要で

あることを理解している様子が窺えた。 

② ＧＡＰの考え方を理解するためのワークシート 

「安全・安心な農産物について説明で

きる」を学習のねらいとし、ＧＡＰの考

え方を理解させるため、思考ツールのＫ

ＷＬ表を用いた（図 12、図 13、図 14）。

Ogle (1986) が考案したＫＷＬ表は、教

材や単元の学習を始める前に、生徒が既

に知っている事柄を呼び起こすことで

効果的な学習を促すのが特徴である。ま

ず始めに「考え・意見（Know）」の欄に既

習事項を記入させた。生徒は既習事項と

して「安全な農産物とは無農薬である野

菜（有機栽培）。なぜなら無農薬だから、

体に害が及ぶ危険性が少ないから」「生

産者の名前又は顔が分かるもの。なぜな

ら、生産者が分かると安心感がある」と

記入した。この考えを出発点とし「学び

たいこと（Want）」の欄に、授業を通して

学びたいことを記入させた。その結果、

図 11 施肥設計を理解するためのワークシート

図 12 ＧＡＰの考え方を学ぶためのワークシート①

Ｋ

Ｗ

図 13 ＧＡＰの考え方を学ぶためのワークシート②

Ｌ

図 14 ＧＡＰの考え方を学ぶためのワークシート③

97%

3%

図 10 コンセプトマップに対する評価

ｎ＝19
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「正しい農薬の使い方を知りたい」「表示が消費者の安心につながるから、表示法について学びた

い」と記入した。その後、授業の中でＧＡＰの基本的な考え方について学習した。授業の 後に

「学んだこと（Learned）」の欄に本時で学んだことを記入させた。これら一連の学習から、「有機

ＪＡＳや写真付きの農産物であっても、それらの基準には食品衛生法が含まれていない。安全に

は、消費者に届くまでの流れや統一された決まりがある方が良いと知った。」と記入するなど、授

業を通して、「安全・安心な農産物」を説明するには、様々な基準があることを学び、食品衛生法

についても考える必要があることを理解するなど、既習知識の深まりや思考の広がりが窺えた。 

③ 栽培に関わるデータを分析して追肥量を決定するためのワークシート 

授業では、「慣行栽培区」「特別栽培区（慣

行栽培区に比べ施肥量が半分）」「生徒が追

肥量を考えた栽培区」など施肥量の異なる

３つの畑でエンサイを栽培した。実習では

栽培に関わる様々なデータを分析し、追肥

量を判断する力を高めるためのワークシ

ートを作成・活用した。生徒は定期的に畑

の土壌ｐＨ・ＥＣ値、エンサイの葉色の数

値、各調査区の収穫量を記録し、グラフを

作成した。その後、様々な変化に気づき、

分析することで追肥量を判断した。実習を

通して、「１回目の収穫量より２回目の収

穫量が多く、５倍に増加した」などグラフ

から生育の違いに気づくことができた。ま

た、その気づきを出発点に、「葉肥である

チッソが影響した」と収穫量が増加した理

由を理解し、次の追肥に関しては、「３回

目の追肥は慣行栽培の施肥量を与えると、

２回目の収穫量同様、収穫量が高まる」と

分析結果に基づいて生育の予想を立て、追肥量を判断することができた(図 15)。 

④ リスク評価を理解するためのワークシート 

栽培・収穫・調整などの各生産工程には食品

安全を脅かす原因として、生物的・化学的・物

理的な危害要因がある。これら原因を発見し、

数値化することで農場内のリスクを明確化

し、工程管理の中で重点的に管理することが

できる。リスク評価の方法は、Ａ：危害の大き

さ×Ｂ：農場での発生頻度＝リスクの大きさ

（６点以上及びＡが３点の場合はリスク【高】

と判断。それ以外はリスク【低】とする）で表

現される。生徒は農場の状況から危害要因を

考え、危害の大きさを「１」×農場での発生頻

度「１」＝１とリスク評価を行った(図 16)。

その後、改善点について「テーブルの上のシー

トを張り替えていないので土で汚れてしまい

不衛生」と具体的な危害要因についても記述

できていた。生徒同士でリスク評価の数値や

改善点について話し合いを行った結果、「普段

気づかなかった、見て見ぬふりをしていた所

の改善点をみんなで考えアイデアを考えるこ

とができた」と、ＧＡＰの基本的な知識・技術を基に思考・判断した理由を全体で共有すること

で、農場の課題に気づき、改善策につなげようとする様子が窺えた。 

図 15 施肥量を選択・決定するためのワークシート

図 16 リスク評価を理解するためのワークシート

リスク評価の方法 

Ａ：危害の大きさ × Ｂ：農場での発生頻度

葉の色 ｐＨ ＥＣ 収穫量
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 ２ 生産工程管理を振返り、課題に気づき改善する態度の育成が図られたか 

(1) ＧＡＰの管理点と適合基準を用いた自己審査による思考力と判断力の検証 

ＧＡＰには多くの管理点があるため、「労働安全」「肥

料管理」「農産物施設取扱い」「商品管理」の４項目に焦

点を絞った上で、栽培実習で実践してきたことがＪＧＡ

Ｐの適合基準を満たしているかを自己審査し、本校熱帯

資源科３年資源コース 19 名を４班に分け、１班で１項

目を担当した。生徒は授業で使用したワークシートや実

習記録簿を用い、班内で意見交換をしながら自己審査を

行った。例として商品管理班が担当した「管理番号 10．

１．１」の適合基準は「出荷する商品に①農場名②名称

③原産地」の表示を行っているかである。また「管理番

号 10．１．２及び 10．１．３」の適合基準は「出荷した

商品と収穫のつながりがわかる出荷の記録があり、①出

荷先・販売先②出荷日③品名④出荷数量⑤収穫ロットと

結びついている保管ロット及び収穫した圃場」を記録し

ているかである（図 17、図 18、図 19）。自己審査を行う

前の生徒の感想は「これからグループで行動していくと思うと楽しみな所もあり不安もある」など、

自分たちだけで判断ができるのかについて不安を抱いている印象であったが、実際に行った後は「そ

れぞれの管理点に分けて項目をチェックすることで改善しやすいことがわかった」や「自己審査は

できたけど、グループでもっと改善できそうな点もある」などの感想があった。明確な適合基準が

あることで、適合性について思考・判断できただけではなく、適合・不適合を含めさらに改善でき

る部分があることに気づき、改善活動を進めようとするなど意欲的な態度が見られるようになった。 

(2) 実習手順書を用いた生産工程管理表作成による思考力と判断力の検証 
生産工程管理表の作成は班ごとに担当を決めて行った。

まず初めに実習手順書等の様々な資料から管理点を抜き

出し、なぜその工程が必要かを記入するように指導した。

さらに、生産工程管理表は授業で活用することで技術の定

着に効果があることも説明した(図20)。実習で各項目の適

合性（適合は○、不適合は×、もう少しで適合は△）につ

いて生徒間で判断することで、これまでの実習態度に比

べ、学習してきた知識・技術の内容を確認しながら取り組

む様子が見られた（図21）。管理項目の内容のさらなる充

実を図るため、食品や実習時の安全性、生産工程の効率化

について思考を深め、修正するように促した。その後、労

働安全班では、今年７月の平均気温の情報及び体調不良者

が出た時のことを想定した項目等を追加した（図22）。他

の班では文章をより分かりやすく且つ実習の効率化につ

いて思考を深め、修正し（収穫は地際から７㎝上→握りこ

ぶし一個分の高さへと修正）、調整時に取り除く葉の基準

を明確化する必要性についての意見まで出た。この意見を

受け、様々な状態の葉を探し出し写真を撮るなど、個々の

アイデアを出し、主体的に行動する場面が増えた。生徒の

感想から「生産工程管理表によって、これから農業実習を

する人に、実習中に課題を見つけてもらうきっかけになれ

ば嬉しい」というように、第三者が見ても分かりやすい項

目にしたいなど、習得した知識・技術を活用し、改善策を

検討する力の向上が見られた。また、よりよい生産工程管

理表を作成することで、コンセプトマップで目指す姿とし

て掲げている「安全・安心な農産物の生産」を実践しよう

とする学習態度が見られた。 

図 20 生徒が作成した生産工程管理表

図 22 修正された生産工程管理表

図 17 自己審査の記入内容

図 21 生産工程管理表を活用している様子

図 18 商品への表示 図 19 出荷記録の様子
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(3) 振り返りシートによる思考力の検証 

授業の中で理解できなかったことを

解消し、さらに思考を深めさせたい。ま

た他生徒の考えを全体で共有すること

で、様々な視点や知識の活用方法につい

ても気づかせることをねらいとし、振り

返りシートを作成・活用した。授業では

「慣行栽培と特別栽培の違いがわから

なかった」「チッソが多いと虫が集まり

やすいのか気になった。なぜ慣行栽培は

虫が多かったのか」「エンサイの成長の

原因は何」など毎回様々な質問が出さ

れ、それらを資料にまとめ回答した（表

１、図 23）。生徒の感想から、「自分たち

が考えた内容がまとめられているだけ

ではなく、前回の授業の疑問に対する答

えもあり分かりやすかった」という感想

があり、授業に対する質問は毎時間２～

４題も出てきた。また、授業の回数を重

ねるごとに実習で気づいたことを解明し、思考を深めようとする態度が見られるようになった。 

(4) ポスター発表による表現力の検証 

ＧＡＰの考え方を理解した上で、これまでの実習

内容をポスターにまとめ発表し（４分）、ＪＧＡＰの

管理基準に基づいた自己審査について質疑応答（４

分）することで表現力が育まれたかを検証した。生

徒は事前に発表の目的や良い発表の方法、想定質問

と回答準備、資料の活用方法について学習した（表

２）。また、ポスター作成や発表では「農場の課題」

「リスク評価」「具体的な取組例」「生産工程管理表」

「自己審査」の５項目をまとめ構成できるように指

導した(図 24)。 

発表では全班がＧＡＰの視点を持ち、農場内の課

題やリスク評価の根拠を示し、ＪＧＡＰの適合基準

に照らし合わせながら自己審査の結果を説明する

姿が見られた（表３）。労働安全班は畑の危険箇所

について、改善前と改善後の写真を用いて説明する

などの工夫がみられ、他班も様々な工夫が見られ

た。自己審査や生産工程管理表作成時において意見

交換が活発に行われていたことからも、授業での経

験が発表時の工夫に活かされたのではないかと考

える。思考・判断したことを分かりやすく人に伝え

ることを意識したことで、専門用語だけではなく、

グラフや写真、実習の様子を実演するなど、知識・

技術を活用する様子が見られた。 

 

 

 

 

 

 

班名 具体的な発表内容 
労働安全班 ・畑内や周囲の危険な場所についての改善前後の写真で説明 
肥料管理班 ・施肥設計に基づき施肥計画を立てたことを説明した 

・栽培に関する様々なデータを基に追肥したことを説明 
農産物施設取扱い班 ・農場の改善前後のリスク評価を数値で説明 
商品管理班 ・食品の安全性を守るため、新たに修正した工程管理を実演で説明 

表１ 振り返りシートの質問一覧 

図 23 質問への回答例 

・4分で説明ができていなかった部分 

・生産工程管理表で改善できる部分はないか 

・適合性（○△×）の具体的な根拠 

・どのような衛生環境で栽培・収穫している 

・食品汚染がないという理由 

表２ 質問例の一部 

図 24 発表用ポスター 

表３ 各班の発表内容
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質疑応答による検証では、各班で作成した資料や実習で使用した農資材を用いるなどして説明し

た（表４）。農産物施設取扱い班は、リスク評価に関する質問に対して、(危害要因の大きさ)×(危

害要因の発生頻度)について明確に説明することができない部分もあったが、資料を何度も見返し、

応えようとする姿が見られた。発表と質疑応答を通して、実習で経験したことを説明するだけでは

なく、判断基準や得られたデータ等を分析し、自分たちがどのように解釈したかを明確に説明する

様子が見られた。しかし、質疑応答に慣れていないことに加え、生徒から生徒への質問が１回しか

出なかったことから、質問するための考え方についても指導する必要があると感じた。 

 

(5) 確認テストによる検証 

検証授業後に確認テストを11月22日（水）に

実施した。問題は５月に実施したレディネステ

ストにＧＡＰの視点を取り入れて作成し、知識

問題と知識活用問題をそれぞれ15問出題した。

知識問題に関しては80％から93％へと13％増

加し、５月同様高い正答率であった。知識活用

問題では、46％から72％へと26％増加した(図

25)。生徒の苦手分野に着目し分析した結果、肥

料分野の問題では正答率が54％から78％へと

24％増加し、施肥計算問題では43％から68％へ

と25％増加するなど、どちらも改善が見られた

(図26)。この結果より、ＧＡＰに基づいた教材

作成及び実践を通して、知識の定着や知識の活

用能力向上に効果があったと判断する。 

 (6) アンケート調査による検証 

「自分の考えを発表することがある」の設問

において、「とてもあてはまる」「ややあてはま

る」の肯定的回答は 26％で、５月の調査と同数

であったが、「まったくあてはまらない」が 16％

から０％になり、否定的な回答が 16％になった

(図 27)。講義や実習を通して、発表をする場面

や班での意見交換の場面を多く取り入れたこと

により改善が見られたと考える。しかし、依然

として「どちらともいえない」が 58％と半数以

上いるため、発言したことが授業内で活用され

る場面を増やし、生徒にとって「発言したこと

が活かされている」ことを実感させる工夫が必

要と考える。「作物の生育状況に合わせた施肥が

できる」の設問において、肯定的回答が５％か

ら 42％へと 37％増加した(図 28)。また、「まっ

たくあてはまらない」が 26％から０％へと減少

した。この結果より、エンサイの生育状況をグ

ラフ化し変化に気づきやすくした上でデータ分

析を行ったことで、追肥量と収穫量の関係性を

理解できる生徒が増えたと考える。多くの生徒

班名 質問内容 質問に対する返答 
労働安全班 ・農場内で体調不良により心臓が止ま

った場合、どのように対応するか 
・農場や学校敷地の配置図やＡＥＤ

が設置されている場所について
資料をもとに説明 

肥料管理班 ・使用した肥料とその成分は何か ・使用した肥料の写真や成分を記録
した資料を用いて説明 

農産物施設取扱い班 ・リスク評価の根拠は何か ・班で自己審査した数値を説明 
 

商品管理班 ・栽培したエンサイが無農薬であるこ
とをどのように証明するか 

・実際に使用したタネの記載情報を
用いた説明 

表４ 質疑応答の具体的な内容

ｎ＝19 

５月 

 
11 月

ｎ＝19

図 27 思考力・判断力・表現力に関する質問の変容①

(％)

５月 

 
11 月

質問３：作物の生育状況に合わせた施肥ができる。

図 28 思考力・判断力・表現力に関する質問の変容②

(％)

ｎ＝19

知識問題

知識活用問題

5月 11月ｎ＝19

図 25 確認テストの正答率（％）の比較

(％)

計算問題

肥料に関する問題

5月 11月

図 26 肥料問題と計算問題の正答率（％）の比較

ｎ＝19 (％)

質問２：自分の考えを発表することがある。

0

0

0
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からも「グラフを見ながらエンサイの状況を確認できた」という感想が出た。しかし、「どちらとも

いえない」「ややあてはまらない」が依然多く 58％もいる。原因としては、追肥は２回しか実施で

きておらず、肥料管理班が主に分析機器を使用していたことから、実際に土壌と作物の生育状況の

モニタリングで分析機器を使用できた生徒は 19 名中 10 名程度であった。そのため、自信を持って

追肥ができるようになるには全生徒に経験させるとともに、数値を分析する場面をさらに増やす必

要があると考える。 

３ 検証のまとめ及び考察 

思考力・判断力・表現力を高めることを目標に、ＧＡＰに基づいた教材の作成や実践を生徒と共に

行った。授業を通して生徒は、ＧＡＰの考え方を理解し、安全・安心な農産物を保証する栽培方法を

実践するためには、様々な法令や基準が関わることを学んだ。また既習内容の理解を深めたことで、

食品安全や環境に配慮するための視点を持ち実習することができるようになった。さらに、単元のま

とめを行う際、個人や班での学習活動に基づき、学習成果をポスターにまとめ発表することができた。 

本研究を通して、「目の前の課題を解決しても、次々と課題を見出し、改善をし続けなければ安全・

安心は失われる」「ＧＡＰの基準を満たすのは難しいが、生産工程管理表や実際の取組みを通して、１

つの作物を栽培するにも幅広い知識と様々な視点が必要だと学んだ」「自己審査をする際に、みんなで

意見を出し合い、考えをまとめたことで、適合性を判断する力が身についた」などＧＡＰの考え方を

学び、実践したことで、習得した力を実感している様子が窺えた。このことから、話合いや思考を深

める場面を設けることで生徒の言語活動は活性化し、他者の考え方や表現方法を学び、自分自身の学

習活動の改善に活かそうとする態度も育むことができるのではないかと考える。 

「授業で技術等を習得するためもしく

は上達させるため、自分自身で改善点に気

づくことができる」の質問において、肯定

的回答が 32％から 79％へと 47％も増加し

た（図 29）。検証授業後に生徒から「ＧＡ

Ｐの手法を学び、生産量や栽培方法を知る

ことで知識・技術の向上や意欲につながっ

た」「他の班の発表を聞いて、また違う視点

から改善点を考えることができた」という

感想が出た。これは、授業の第一段階とし

て、栽培管理に関わる基礎的・基本的な知識・

技術の定着が促されたことによって、技術の習得や上達したい気持ちに結びついたと考える。また第

二段階として、知識や技術を活用しながら生産工程管理を振り返る学習活動を実践したことで、課題

に気づき改善しようとする課題解決能力の育成につながり、思考力・判断力・表現力が高まったと考

える。 

農業高校では、実習で野菜を栽培したり、ジャムやパンを製造したりするなど実践的に体験する授

業が多くある。また、学校農業クラブ連盟大会では、日頃の学習の成果を競う、プロジェクト学習発

表会や各種技術競技がある。専門科目で習得した知識・技術を生徒自身が自覚するためには、ＧＡＰ

の考え方のように様々な視点や適正な基準を理解した上で基礎的・基本的な知識・技術の習得を促す

必要がある。そのためには、各学年で体系的・継続的に学び、考えをまとめ発表するなどの思考・判

断・表現する学習活動を通して、「学習を自身の成長につなげ、その成長を実感できる授業」が必要で

あり、知識や技術の習熟度についてはルーブリックなどを作成し、数値化していきたい。 

 

Ⅴ 成果と課題 
１ 成果 

(1) ＧＡＰの視点を取り入れたことで、食品安全、環境に配慮した栽培、労働安全の基準に基づいて

実習するなど知識・技術の定着が図れた。 

(2) ポスター発表の質疑応答で、様々な基準に照らし合わせながら写真や数値を用いて説明するなど、

実践した知識・技術や情報を活用することができるようになった。 

(3) 生産工程管理を通して、学習内容を振り返るなどの学習活動を実践したことで、課題に気づき改

善しようとする課題解決能力の育成につながり、思考力・判断力・表現力が高まった。 

図 29 思考力・判断力・表現力に関する質問の変容③

質問４：授業で技術等を習得するためもしくは上達させるため、

自分自身で改善点に気づくことができる。 

５月 

 
11 月

ｎ＝19

(％)

0

0

0
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 ２ 課題 

(1) 発表する機会を多く設けるとともに、生徒同士の協働や対話を手掛かりに考えることを通じて、

自らの考えを広げ、深めることができる授業改善に取り組む。 

(2) 作物の生育状況を把握するためには、データ分析が必要となるため、様々な分析機器を活用し、

分析結果に基づいて、状況に応じた栽培管理を思考し、判断することができる教材作成に取り組む。 

(3) ＧＡＰの視点を取り入れた年間指導計画を作成し、各種の作物経営に応用できる体系的な知識と

技術を理解させる教材作成に取り組む。 
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