
２　共通専門科目
（１）学習総括表

野
菜

花
果

酪
肉

農
食

森
林

鳥獣被害対策
鳥獣被害対策
支援センター職員 30 2 2 2 2 2 1 前期 月 1時限

六次産業化論 非常勤講師 30 2 2 2 2 1 前期 月 2時限 森林を除く

畜産概論 本校職員 30 2 2 2 2 1 前期 火 1時限 森林を除く

園芸概論 嘱託教授 30 2 2 2 2 1 前期 火 2時限 森林を除く

飼料学 非常勤講師 30 2 1 前期 木 1時限 酪農肉牛のみ

森林資源利用学
農林業ﾋﾞｼﾞﾈｽ
学科長 30 2 1 前期 木 1時限 森林のみ

情報処理論 非常勤講師 60 4 4 4 4 4 1 前期
後期 水～金 1～4時限

農業経営学 嘱託教授 30 2 2 2 2 前期 月 1時限  

キャリアデザインⅡ 非常勤講師 60 4 4 4 4 4 2 前期 火 1・2時限

作物学 本校職員　　　 30 2 2 2 2 2 前期 水 1時限 森林を除く

飼料作物学 嘱託教授 30 2 2 後期 火 1時限 酪農肉牛のみ

酪農論Ⅱ 非常勤講師 30 2 2 前期 木 1時限 酪農肉牛のみ

簿記論Ⅱ 非常勤講師 30 2 2 前期 水 2時限 農と食のみ

森林防災学 本校職員 30 2 2 前期 水 1時限 森林のみ

木材概論 本校職員 30 2 2 前期 木 1時限 森林のみ

2 2 2 1

2 2 2
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2 2 2

2 1
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2 2

簿記論Ⅰ 非常勤講師 60 4 4 4 4 4 1 後期 月～金 1～3時限

植物生理学 本校職員 30 2 2 2 2 1 後期 火 1時限 酪肉を除く

生物工学概論 嘱託教授 30 2 2 1 後期 火 2時限

特用作物学 嘱託教授 30 2 2 1 後期 水 1時限

造園学 非常勤講師 30 2 2 1 後期 水 1時限

畜産物流通論 本校職員 30 2 1 後期 火 1時限 酪農肉牛のみ

肉用牛論 非常勤講師 30 2 1 後期 火 2時限 酪農肉牛のみ

家畜栄養学 本校職員 30 2 1 後期 水 1時限 酪農肉牛のみ

デザイン論 非常勤講師 30 2 1 後期 水 2時限 農と食のみ

きのこ栽培論 非常勤講師 30 2 1 後期 月 1時限 森林のみ

森林生態学 本校職員 30 2 1 後期 水 2時限 森林のみ

森林保護学 本校職員 30 2 1 後期 木 2時限 森林のみ

昆虫学 嘱託教授 30 2 2 2 2 2 後期 火 1時限

農薬学 本校職員 30 2 2 2 2 2 後期 火 2時限

植物病理学 本校職員 30 2 2 2 2 後期 水 1時限

園芸育種学 本校職員 30 2 2 2 2 後期 水 2時限

家畜衛生論 非常勤講師 30 2 2 後期 月 1時限 酪農肉牛のみ

畜産経営学 非常勤講師 30 2 2 後期 月 2時限 酪農肉牛のみ

畜産環境論 畜産試験場職員 30 2 2 後期 火 2時限 酪農肉牛のみ

人工授精論Ⅱ 本校職員 30 2 2 後期 水 1時限 酪農肉牛のみ

食品栄養学 非常勤講師 30 2 2 後期 月 2時限 農と食のみ

森林環境論 本校職員 30 2 2 後期 木 1時限 森林のみ
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計 履修は44単位・660時間

土壌肥料学 本校職員　　　 30 後期

備考

1時限

2時限

30 後期 月

農産物流通論 本校職員 30 後期 月

非常勤講師

樹木学 本校職員 30 後期 月 2時限



学年 前・後期 曜日 時限

農業機械論 本校職員 60 4 1・2 前期 月～金 3・4時限

希望者のみ
受講（卒業に
必要な単位に
は含めない）

資格取得に関する講義

簿記論Ⅰ・Ⅱ

簿記能力検定

農業機械論

大型特殊自動車運転免許(農耕車限定)

特
別
選
択
科
目

講義科目 講師
時
間

単
位

　道路交通法に基づく運転免許試験によって与えられる資格で、大型特殊自動車の運転に必要な資格である。
　農業の分野では、大型トラクタの運転がこの資格に関係する。
　農業機械論では、大型特殊自動車運転免許（農耕車限定）資格取得に必要な講義と演習を行う。

備考

  公益社団法人全国経理教育協会が主催する簿記検定資格である。
　農業の分野では、農業経営の分析や税の申告に際して簿記が有効に活用される。
　簿記論Ⅰ・Ⅱでは、この資格取得に必要な講義と試験対策を行う。

時間割



（２）科目別講義計画

単位数

共通専門 2 １年前期 月曜 １時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

(1)狩猟制度の概要
(2)わな免許取得について

１４　狩猟制度と狩猟免許

１０　現場視察の予習 現場視察の事前学習

１１　現場視察①
(1)農業被害現場、侵入防止柵等の視察
(2)林業及び生態系被害現場の視察

同上

１３　現場視察③ 同上

(1)集落環境診断の手法
(2)動物痕跡の観察実習

８　被害実態と防除対策④

２　野生鳥獣による被害の実態
(1)群馬県における被害実態
(2)基本獣種の加害実態

３　個体群管理
(1)個体群管理と適正管理計画
(2)捕獲数

４　被害対策
(1)被害防止の考え方
(2)侵入防止柵と集落づくり

電気柵の設置実習

捕獲の実際

メッセージ
農林業を実践にする場合、鳥獣被害は大きな問題である。被害の仕組みと問題点を
知り、そして適切な防除対策を行うことは、自立した農林業経営者になる第一歩です。

講義名 講義内容

１　野生鳥獣による被害の実態
(1)鳥獣被害とは
(2)講義概要

５　被害実態と防除対策①

７　被害実態と防除対策③

野生鳥獣による農林作物の被害実態を知り、実践的な被害対策を学ぶ。

概　　　要

・野生鳥獣による農林作物等の被害実態
・主な加害獣の生態と加害実態
・被害対策の概要
・電気柵等の作設実習
・狩猟概論と捕獲技術

基本獣種の生態と被害対策の実際①

６　被害実態と防除対策②

１５　鳥獣被害対策特別講義 日本獣医生命科学大学による研究紹介

１２　現場視察②

基本獣種の生態と被害対策の実際②

９　捕獲対策

テキスト 担当講師作成プリント

担当講師作成プリント

期末試験並びに授業態度で評価する

科　　　目 鳥獣被害対策
種別 時間割

非常勤講師（鳥獣被害対策支援センター）

目　　　標



単位数

共通専門 選択 2 1年前期 月曜 2時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開 講義名

(1)販売促進の考え方
(2)チラシ等の媒体作成のポイント
(3)売れるネーミング手法

(1)売れる仕組みを作る
(2)差別化のポイント
(3)地産→地商→都消の考え方

(1)六次産業化とは
(2)六次産業化起業の心構え

農業における六次産業化の意義、商品づくりから販売促進を目指し、起業・就農に役
立てる。

担当講師作成プリント

学業成績評価基準により評価する。

農業の付加価値を高める六次産業化について学び、起業化に挑戦しよう。

2　六次産業化におけるマーケティング論

種別 時間割
六次産業化論

非常勤講師　

農業の六次産業化について、売れる商品を目指し、ビジネスプランづくりを行う。

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

メッセージ

講義内容

3　六次産業化における販売促進の基本

(1)販路開拓とは
(2)顧客ニーズの想定と把握
(3)バリューチェーンを考える

1　六次産業化概論

（１）プラン作成のポイント
（２）プラン作成演習

(1)売れる商品の条件とは
(2)商品イメージを形にする
(3)売れる商品説明作成のポイント

4　六次産業化における商品・製品化戦略

（１）ワークショップ
（２）グループ発表

7　ビジネスプラン発表

5　チャンネル開拓

6　ビジネスプランつくり



単位数

共通専門 選択 2 1年前期 火曜 1時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

科　　　目 畜産概論
種別 時間割

本校職員

目　　　標
野生動物の家畜化と人類に与えた利益、産業化の結果生産された環境問題等畜産
に係る広範な知識を習得する。

概　　　要

　家畜の起源、わが国での畜産の発達、畜産と環境との関わりを理解するとともに、家
畜生産・利用に必要な栄養・飼料、飼養管理、繁殖・育種、衛生、畜産物利用の基礎
を学ぶ。また畜産経営と畜産物の流通、家畜飼養の概要を学び、畜産についての幅
広い知識を身につける

テキスト 「畜産学入門」唐澤豊・大谷元・菅原邦生編（文永堂出版）

必要があればその都度紹介する。

学業成績評価基準により評価する。

メッセージ 畜産全般について理解して欲しい。

講義名 講義内容

１　 家畜生産の意義と役割 (1)家畜生産の意義
(2)畜産と環境

２　畜産物の利用① (1)乳と乳生産
(2)肉と肉製品

３　畜産物の利用② (3)卵と卵の利用
(4)機能性食品

４　家畜の生産機能① (1)乳生産

５　家畜の生産機能② (2)肉生産
(3)卵生産

６　栄養と飼料① (1)家畜の栄養

７　栄養と飼料② (2)家畜の飼料

８　飼養管理① (1)飼育設備
(2)環境対策

９　飼養管理② (3)アニマルウェルフェア

10　家畜の品種と改良、増殖① (1)家畜の品種

11　家畜の品種と改良、増殖② (2)遺伝と育種

12　家畜の品種と改良、増殖③ (3)繁殖

13　畜産経営と畜産物の流通 (1)生産の形態と経営

14　安全な畜産物の生産 (1)畜産衛生
(2)畜産食品の衛生と管理

15　家畜飼養の実際 (1)酪農、肉牛、養豚、養鶏



単位数

共通専門 選択 2 1年前期 火曜 2時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

13 花きの分類と生産 ・消費 ・流通動向 （1）花きの分類、生産と消費動向
（2）花きの流通

14 花きの特性 ①（切り花生産） トルコギキョウ、キク、バラ、花木、枝物、
球根

15 花きの特性 ②（鉢物、花壇用苗物生産） シクラメン、アジサイ、カーネーション、パン
ジー、花壇用苗物

10 果樹の形態と生理 ・生態的特性 （1）果樹の種類と利用、栽培の動向
（2）生育、栽培環境、栽培管理

11 果樹の特性 ①（仁果類、堅果類、つる性
果樹）

リンゴ、ニホンナシ、クリ、ブドウ、キウィ
フルーツ

12 果樹の特性 ②（核果類、その他果樹） モモ、ウメ、スモモ、オウトウ、カキ、ブ
ルーベリー

 7 野菜の特性 ①（葉茎菜類、根菜類） ホウレンソウ､アブラナ科野菜､レタス､ネギ､タ
マネギ､フキ､ニラ､ダイコン､ヤマトイモ

 8 野菜の特性 ②（果菜類） キュウリ､トマト､ナス､イチゴ､スイカ､スイート
コーン､エダマメ､オクラ､ズッキーニ､ニガウリ

 9 中間試験 （1）中間試験
（2）試験の解説および復習

（1）種子繁殖、栄養繁殖
（2）セル成型苗、ウィルスフリー苗

 5 ポストハーベストテクノロジー （1）収穫後の園芸作物の特徴
（2）品質低下防止技術

 6 野菜の形態と生理 ・生態的特性 （1）野菜の種類と分類、作型
（2）花芽分化と発育

 4 環境管理と制御技術 （1）露地栽培（被覆資材）
（2）施設栽培（構造､被覆資材､環境制御）
（3）スマート農業

メッセージ
園芸関係の用語や仕組みが解ると、農業の知識が格段に広がります。園芸の基礎が
わかると野菜や果物はより美味しく、花はより美しく感じられるようになります。

講義名 講義内容

 1 園芸と園芸生産の特徴 （1）園芸（作物）とは何か
（2）園芸作物の特徴、ぐんまの園芸

 2 品種および育種法 （1）品種の定義、種苗登録制度
（2）交雑育種法、バイテク利用育種法

 3 繁殖と育苗

概　　　要
園芸作物（野菜・果樹・花き）に共通する事項や栽培の概要など、基本的事項を学習
するとともに、それぞれの主要品目について理解を深める。

テキスト
「農学基礎シリーズ　園芸学の基礎」鈴木正彦 著（農山漁村文化協会）
「フォトサイエンス生物図録三訂版」鈴木孝仁監修（数研出版）

学業成績評価基準により評価する。

科　　　目 園芸概論
種別 時間割

嘱託教授

目　　　標 園芸学の基礎知識を習得する。



単位数

共通専門 （酪農肉牛） 2 1年前期 木曜 1時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

(1)消化率測定による栄養価の評価
(2)飼料のエネルギー評価

講義内容

(1)マメ類、油実類、油粕類、油脂類
(2)特殊飼料資源・飼料添加物

(1)サイレージの原理、方法
(2)サイレージの品質と評価

(1)飼養標準・飼料成分表
(2)栄養要求量の求め方

(1)飼料に求められる条件
(2)飼料の分類及び種類

(1)飼料を構成する成分
(2)化学分析による評価

(1)動物性飼料資源
(2)穀類、穀類副産物

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別

11 飼料加工・製造②

15 飼料の品質と品質管理

 9 飼料加工・製造①

12 飼養標準・栄養要求量

13 飼料設計

 4 飼料の生産と流通

メッセージ

 2 飼料の栄養素と栄養価の評価①

 6 飼料資源②

10 中間試験

 3 飼料の栄養素と栄養価の評価②

 5 飼料資源①

 7 飼料資源③

(1)飼料配合設計法
(2)飼料製造機械

(1)わが国における飼料原料の生産
(2)飼料の流通

飼料の表示と鑑定

 1 飼料とは

飼料学

非常勤講師

健全な畜産物を生産するための家畜への飼料給与の基礎知識を習得する。
また、飼料資源の生産・調製利用について学習し、環境に負担をできるだけかけない
飼料生産について知識を習得する。

飼料は栄養素に富み、家畜によく利用されることが必要であり、畜産物の供給のため
に安全なものが求められている。また、家畜の排せつ物を減らし、環境に対する負担
を軽減することも重要なこととなっている。そこで、飼料原料の生産・選択・調製・給与
法などを学習する。

「動物の飼料　第２版」　唐澤豊・菅原邦生・神勝紀編（文永堂出版）

家畜飼料の種類やその特性及び、飼料作物の利用について考える。

時間割

「草地・飼料作物大辞典」（農山漁村文化協会）
「目で見る牧草と草地」（酪農総合研究所）
「日本標準飼料成分表・2009年版」（中央畜産会）

学業成績評価基準により評価する。

講義名

(1)草本飼料資源
(2)根菜類

(1)有毒微生物・物質による汚染
(2)病気汚染

食品製造副産物、食品廃棄物

(1)飼料加工の目的
(2)乾草

14 飼料の安全性

 8 飼料資源④



単位数

共通専門 (森林) 2 1年前期 木曜 1時限

担　　　当 本校職員（農林業ビジネス学科長）

参考図書

評価方法

展　　　開

13 空中写真による森林の測定

(1)生長量の計算
(2)樹幹解析図の作成

(1)森林認証制度の歴史
(2)日本における森林認証制度について

(1)日本の森林政策
(2)森林関係法規

 7 樹幹解析①

14 リモートセンシング

 8 樹幹解析②

 9 林分生長量の推定

10 立木材積について

11 林業税制について

12 地理情報システムによる森林管理

(1)高性能林業機械の開発と林業技術の進歩
(2)林業経営の分析
(3)林業経営の成果

(1)連年生長量
(2)平均生長量

15 森林政策と法規

期末試験、レポート、授業態度で評価する。

 1 立木の材積を測定する

 2 林木の評価

 5 森林認証制度

 6 林業の生産管理と労務管理

(1)空中写真の基礎
(2)空中写真の判読技術

森林資源利用学

理論を実際に応用し、林業を営む場合に必要な知識や技術を学ぶ。

森林評価や林地及び林木の評価を学び、さらに林業経営計画の基礎となる森林計画
制度を学ぶ。

「森林経営」（実教出版）
「森林・林業白書」林野庁編（全国林業改良普及協会）

林業を営む場合に重要かつ不可欠な分野である。

講義名

(1)立木幹材積表について
(2)人工林林分材積表について

(1)政策推進のための税制
(2)山林所得に課せられる所得税
(3)その他の税について

(1)円盤調査
(2)材積の計算

メッセージ

(1)毎木調査の方法
(2)材積の算出
(3)林齢の測定方法

(1)林地売買価－市場価逆算法
(2)全林毎木調査、標準地調査

(1)造林、保育、下刈、枝打等の経費算出
(2)伐採、搬出経費の算出

 4 林業経営計画の基礎

 3 林業経営経費の算出 (1)造林、保育、下刈、枝打等の経費算出
(2)伐採、搬出経費の算出

(1)リモートセンシングの原理
(2)リモートセンシングの応用技術について

講義内容

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別 時間割

(1)地理情報システムの原理
(2)地理情報システムの活用事例



単位数

共通専門 4

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

条件付き書式、関数を使用した入力

SmartArtグラフィックスの作成と編集
各種オブジェクトの挿入と編集

自己ＰＲ、模擬課題研究プレゼンテーションを
PowerPointで作成する

授業オリエンテーション並びに、ＬＡＮ、アカウント、
メール、プリンターの設定

Excel画面の構成と操作
新規ブックの作成と編集、数式・関数の入力

PowerPoint　図解の作成、オブジェクト
の挿入

PowerPoint　基本操作
PowerPoint　プレゼンテーションの作成と
編集

メッセージ

パソコン　基本設定

PowerPoint　特殊効果の設定
PowerPoint　配付資料の作成と準備

講義名

Excel　応用的活用

Word　基本操作
Word　文書の作成と編集

Word　応用的活用

情報処理論

非常勤講師

Excel　グラフ
Excel　データベース

Excel　ピボットテーブルとピボットグラフ

「Ｗｏｒｄ2019セミナーテキスト基礎編」日経ＢＰ社著（日経ＢＰ社）
「Ｅｘｃｅｌ2019セミナーテキスト基礎編」日経ＢＰ社著（日経ＢＰ社）
「ＰｏｗｅＰｏｉｎｔ2019セミナーテキスト基礎編」日経ＢＰ社著（日経ＢＰ社）
担当講師作成プリント

2年次の課題研究で必ず必要になるので、しっかりと学習してください。

Word　表の作成と編集
Word　グラフィックスの利用

Word　差し込み印刷

講義内容

グラフの作成と編集
データの並び替え、集計、データの抽出

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

Excel　基本操作
Excel　表の作成と編集、四則演算と関
数

パソコンを使用した課題研究の資料作成や発表ができるようになること。

パソコンを使用した課題研究の資料作成や発表を目標に、基本操作に加え、Word、
Excel、PowerPointの応用操作を習得する。

種別 時間割

1年前期又は後期

PowerPoint　総合演習

ピボットテーブルの作成とデータ分析、ピボットグラフ
の作成

PowerPointの画面の構成と操作
プレゼンテーションの新規作成、デザイン・書式設定

画面切り替え、アニメーションの設定、スライドショウ
の実行
発表者用資料の作成、プレゼンテーションの印刷

Wordの画面の構成と操作
新規文書の作成、書式設定

表の挿入、表の編集とデザイン
ワードアート・クリップアート・図形の利用

縦書き文書の作成、図形処理、長文での利用、Excel
のデータをWordで活用

はがきの印刷、ラベル・名刺等の差し込み印刷

学業成績評価基準により評価する。



単位数

共通専門 選択 2 2年前期 月曜 1時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

学業成績評価基準により評価する。

科　　　目 農業経営学
種別 時間割

嘱託教授

目　　　標 農業経営の基本的な考え方及び経営管理の基礎について習得する。

1 はじめての経営学 経営学で学ぶ「6つ」のキーワードを理解
する。

2 日本農業の現状 日本の農業の変遷と現状を知る。

3 農業の経営形態と経営目標

概　　　要
農業経営の基本的な考え方や農業経営者の経営管理手法を中心に、家族経営から
企業的経営への成長管理やマーケティング農業について講述する。

テキスト
「現代農業のマネジメント～農業経営学のフロンティア～」木村伸男著 （日本経済評
論社）

家族経営と企業的経営を比較し、それぞ
れの特徴を理解する。

4･5 農業経営者能力と経営環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 経営者の役割と求められる経営者能力
を理解するとともに、ＳＷＯＴ分析の演習
を通じて経営環境マネジメントについて理
解する。

6･7 経営戦略の策定 経営戦略を展開する成長戦略について
体系化してみる。

メッセージ 経営の発展のために必要な基本的要件について事例を紹介しながら授業を進める。

講義名 講義内容

8･9 農業のマーケティング マーケティングの仕組みを理解し、マーケ
ティング発想の農業経営を考える。

10 農業経営の組織マネジメント 組織の目的達成のための仕組みを理解
する。

11・12 農業経営の財務マネジメント 財務管理の考え方を理解する。

13 農業経営計画の策定 農業経営計画の策定手法を理解する。

14 農業経営の成長マネジメント 経営発展に向けた企業的農業経営の成
長過程を分析する。

15 新たな農業経営形態 新しい農業を牽引する経営マインドの高
い組織を学ぶ。



単位数

共通専門 4 2年前期 火曜 1・2時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

キャリアデザインⅡ

本校職員（農林部次長、学科長、各コース長）、非常勤講師等

進路決定のために必要な知識を身につけ、学生個人のスキルアップを目指す。

就農・就職等、希望する進路に合わせた班別講義を始め、スキルアップを図るための
多様な講義を展開します。

「日本農業技術検定2級問題集」全国農業高等学校長協会編（教育実務センター）
職員作成プリント他

社会で活躍するために自己を磨き、自分を高めてください。

時間割

レポートや受講態度、日本農業技術検定2級合格等で総合的に評価する。

メッセージ

農林業の担い手に期待することオリエンテーション・講話

【班別講義】就農班 (1)就農計画書の作成
(2)法人化について
(3)海外研修について
(4)資金計画について
(5)農業共済制度について
(6)認定新規就農者や就農支援事業等
について
(7)農業実践者等から学ぶ
(8)就農相談

講義名

【班別講義】就職班 (1)就職試験対策について
　・就職活動の心得
　・面接（個人・集団・グル－プ）演習
　・プレゼンテーション演習

日本農業技術検定受験対策講義 2級合格を目指すための受験対策
（総合講義・選択科目別講義）

講義内容

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別



単位数

共通専門 選択 2 2年前期 水曜 1時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別 時間割

メッセージ

 3・4 作物の収量と栽培環境

(1)作物の一生と生活史
(2)栄養成長・生殖成長の進み方
(3)作物の生理的な営み
(4)生育のよしあしの判断

(1)作物の収量とは
(2)作物群としての光合成と収量
(3)作物群の光合成を高める条件

 1・2 作物の特性と体のしくみ

講義内容

13・14・15 土地利用型作物の栽培

学業成績評価基準により評価する。

(1)麦類
(2)豆類
(3)トウモロコシ

(1)種籾と発芽
(2)苗の成長
(3)茎と分けつ
(4)葉・根の生長と働き
(5)穂の発達と開花・結実
(6)米粒の形成と発達
(7)収量の成り立ち

(1)稲の生育・収量と環境要因
(2)苗の生育と環境要因
(3)本田での生育と環境要因

(1)栽培のあらまし　(2)種籾の準備
(3)育苗　　(4)本田の準備
(5)移植　　(6)本田の管理
(7)収量と調製
(8)直まき栽培
(9)米の品質・規格と貯蔵
(10)収量構成要素と生育診断

 5・6・7・8 稲の一生と成長

10・11・12　稲の栽培と管理

 9 稲の生育・収量と栽培環境

作物学

本校職員

作物の栽培経営に必要な栽培管理技術および、作物診断・環境変化への対応力を習
得する。

経営および流通・利用の特徴、作物の成長過程、実際の栽培方法を学ぶ。また、それ
ぞれの関係性についても学習する。

「農学基礎セミナー　作物栽培の基礎　新版」堀江武著（農山漁村文化協会）

農作物の現状と栽培方法を一通り学習するとともに、植物生理と栽培方法改善は密
接な関係にあることを学んでもらいます。

講義名

「主要農作物生産振興資料」（群馬県）



単位数

共通専門 （酪農肉牛） 2 2年後期 火曜 1時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

9 外来・強害雑草

作付け体系、自給計画

13飼料作物の調製利用②

12飼料作物の調製利用①

サイレージ②、放牧

草種・品種の特性と活用

4 主要飼料作物の栽培概要② トウモロコシ

外来・強害雑草の現状と対策

8 主要飼料作物の栽培概要⑥ 麦類（飼料生産用）

1 飼料作物の最近の動向

2 飼料作物の栽培と土地利用 自給飼料の生産動向、生産コスト

3 主要飼料作物の栽培概要①

青刈り、乾草、サイレージ①

14水田飼料作物の栽培利用① 稲発酵粗飼料の生産と給与

10鳥獣害被害対策 鳥獣被害の現状と対策

11飼料作物の主要作付け体系

イタリアンライグラス

概　　　要 飼料作物及び牧草の種類と栽培・利用法について学習する。

テキスト 担当講師作成プリント

メッセージ 畜産と草資源の関連性を認識し、飼料作物や牧草に関心を持って下さい。

講義名 講義内容

科　　　目 飼料作物学
種別 時間割

嘱託教授

目　　　標
飼料作物及び牧草の種類と栽培・利用法を理解し、草資源が畜産振興に果たす役割
について認識する。

15水田飼料作物の栽培利用② 飼料用米の生産と給与

学業成績評価基準により評価する。

7 主要飼料作物の栽培概要⑤ 牧草

作物学（文永堂出版）

飼料作物の最近の動向、スマート農業
について

5 主要飼料作物の栽培概要③ ソルガム

6 主要飼料作物の栽培概要④



単位数

共通専門 （酪農肉牛） 2 2年前期 木曜 1時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

今、直面している酪農の諸問題対応

講義名

(1)ＴＭＲの調製
(2)飼料の貯蔵と粗飼料の利用

症状と対策、予防方法

飼料設計の考え方

(1)牛舎環境と乳牛の快適性
(2)牛舎の衛生管理

13 乳牛の代表的な疾病

 7 飼料給与③

14 牛群検定、酪農を巡る情勢

 8 衛生管理

酪農論Ⅱ

非常勤講師

乳牛の栄養、消化と吸収、飼料給与方法、日本飼養標準を用いた飼料給与計算を
修得する。また、酪農関連施設や機械類、乳牛の快適性向上の基礎知識、疾病予
防などを修得する。

乳牛の栄養と飼料給与、関連施設や機械について、実践的な手法を交えて（牛体・
飼料観察、施設見学）学習し、自分たちが管理する乳牛の給与飼料や施設環境を
検討する。

「新しい酪農技術の基礎と実際 実技編　第２版」酪農ヘルパー全国協会編（農山漁村
文化協会）

酪農生産に必要な知識や技術を総合的に学習してほしい。

時間割

「新編 酪農ハンドブック」（養賢堂）

学業成績評価基準により評価する。

(1)健康状態の観察
(2)牛体の手入れ

(1)発情の発見
(2)助産の進め方
(3)スマート農業について

(1)乳房炎防除対策
(2)搾乳手順

 4 搾乳作業②

 6 飼料給与②

(1)放牧の効果
(2)放牧馴致、牛の観察

(1)搾乳の心構え
(2)ミルカーの手入れ

(1)事業の仕組み
(2)成績の見方と利用法

 1 乳牛の飼養管理作業

15 酪農の課題

10 牛舎施設

11 飼料生産作業

12 放牧作業

 3 搾乳作業①

メッセージ

 2 乳牛の繁殖管理

 5 飼料給与①

 9 ふん尿の処理・利用

講義内容

(1)飼料給与の基本的な考え方
(2)飼料給与方法

(1)ふん尿処理・利用
(2)副資材の種類と特徴

(1)牛舎の保守管理
(2)牛舎の防暑、防寒管理

(1)牧草の栽培管理
(2)サイレージ調製

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別



単位数

共通専門 農と食のビジネス 2 2年前期 水曜 2時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別 時間割
簿記論Ⅱ

非常勤講師

商業簿記の基礎・基本を身につける。
商業簿記検定試験2級合格

各種取引の記帳および決算を正しく処理する能力を高め、検定試験合格を目指す。

講義名

メッセージ

資産・負債・資本
収益・費用

10 個人企業の資本の記帳

 8 固定資産の記帳

帳簿組織、帳簿の形式
証票と伝票、仕訳伝票、3伝票制

8桁精算表
損益計算書と貸借対照表

個人企業の資本金
追加元入れと引き出し

講義内容

営業費の記帳

「完全分類全経簿記2級商業簿記」インナーキャビネット編（英光社）

授業・宿題・テスト・個人指導等を通じて、簿記能力の向上を目指します。

「簿記模擬試験問題集」（英光社）

学業成績評価基準により評価する。

 1 簿記の基本原理

 3 商品売買の記帳

 2 現金・預金の記帳 現金、現金過不足、当座預金、当座借越
小口現金、補助簿

3分法、仕入帳と売上帳
商品有高帳

12 決算整理

15 簿記検定問題演習

13 決算

14 帳簿・証票と伝票

所得税、住民税、事業税、固定資産税
印紙税等

商品売買損益の計算、貸し倒れの見積
もり、引出金の整理

過去問題演習

11 個人企業の税金の記帳

 4 掛取引の記帳

 5 手形取引の記帳

 6 その他の債権・債務の記帳

 7 有価証券の記帳

 9 営業費の記帳

売掛金と買掛金
売掛金元帳と買掛金元帳、貸し倒れ

手形の種類、手形の記帳
手形の裏書と割引

貸付金・借入金、前払金・前受金
未収金・未払金、立替金・預り金

有価証券の買い入れ・売却
有価証券の評価

固定資産の取得・売却
減価償却、固定資産台帳



単位数

共通専門 (森林) 2 2年前期 水曜 1時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

 8　中間試験

(1)斜面の安定
(2)地すべり防止工事とその工法

(1)渓流工事の目的と種類
(2)ダム工（治山ダム）

11 山腹工事①

12 山腹工事②

14 保安林制度

13 地すべり防止工事

(1)浸食の発生
(2)山崩れ－表層崩壊と深層崩壊

自分の暮らしている地域の地形と気象に関心をもち、台風や集中豪雨、地震、火山の噴
火などによる自然災害から地域の暮らしを守る術を考えよう。

講義内容

(1)防災意識の向上(保安林パンフレット)
(2)自宅周辺のハザードマップを調べる

 6 水の循環①

 7 水の循環②

15 防災意識の向上

 9 渓流工事①

10 渓流工事②

水の循環

山地災害防止及び保安林制度パンフレット、ビデオ教材など

(1)渓流の土砂移動
(2)火山噴火による土砂移動

護岸工、水制工、流路工、流木対策施設

(1)山腹工事の目的
(2)山腹基礎工

(1)山腹緑化工
(2)落石防止工

降水と流出

学業成績評価基準により評価する。

 1 山地防災の重要性

 2 山地の荒廃

講義名

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

 5 山地の侵食と渓流の荒廃③

本校職員

降水による山地浸食と渓流の荒廃、荒廃した森林の機能を回復する治山工事について
学び、森林防災の必要性を理解する。

山地浸食と渓流の荒廃、水の循環、渓流工事、山腹工事及び地すべり防止工事につい
て学ぶ。

「森林科学」（実教出版）
担当職員作成プリント

種別 時間割

(1)保安林の種類
(2)保安林の行為制限と特例措置

メッセージ

(1)治山の意義
(2)治山の歴史

(1)山地侵食と渓流の荒廃
(2)侵食の素因と誘因

地すべりの分類とその特徴 4 山地の侵食と渓流の荒廃②

 3 山地の侵食と渓流の荒廃①

森林防災学



単位数

共通専門 (森林) 2 2年前期 木曜 1時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

15　木材の加工と利用②

12　製材と木材の工作①

担当職員作成プリント

期末試験並びに授業態度で評価する。

 1　森林資源の循環利用と林業・林産業①

 2　森林資源の循環利用と林業・林産業②

 9　木材の性質と用途⑤

 3　森林資源の循環利用と林業・林産業③

 6　木材の性質と用途②

 7　木材の性質と用途③

「林産物利用」（実教出版）

11　木材の性質と用途⑦

13　製材と木材の工作②

14　木材の加工と利用①

森林を適切に管理し、植栽・保育と収穫のバランスを考えて利用していけば、木材は永
続的・循環的生産の可能な資源です。木材こそ、21世紀においてますます重要性を発
揮する材料といえるでしょう。

講義名

 8　木材の性質と用途④

10　木材の性質と用途⑥

 4　森林資源の循環利用と林業・林産業④

時間割

メッセージ

循環資源としての木材

科　　　目

目　　　標

概　　　要
木材の組織や物理的性質等について学ぶ。
木材の加工方法や利用方法について学ぶ。

(1)改良木材の製造
(2)木材パルプ

バイオマスの変換技術と利用

木造建築物と循環

木材の機械的性質

木材加工業の現状と課題

　

木材の保存

木材の物理的性質

木材の特性と用途

テキスト

種別

 5　木材の性質と用途①

木材概論

本校職員

木材の生物的・化学的・物理的基礎を学ぶ。
製材や改良木材について学ぶ。

特殊林産物製造業の現状と課題

木材の肉眼的構造

講義内容

木材の乾燥

木材の顕微鏡的構造

木材の化学的性質

木材の様々な利用



単位数

共通専門 選択 2 1・2年後期 月曜 1時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

土壌改良と施肥設計

講義内容

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別 時間割

12 水田・畑の土壌管理 特徴と肥料設計

メッセージ

土壌の生成因子とその機能を知る。

土壌の分類と風化作用・粘土の生成を
知る。

土壌生物と窒素循環を知る。 4 土壌の生物性

 3 土壌の有機物

肥料の商品知識を知る。
（化成肥料の機能を知る。）

イオン吸着と交換・酸化と還元・拮抗作
用を知る。

肥料の商品知識を知る。
（多機能性肥料）

作物別設計と施肥技術を知る。

分析結果に基づく実践指導の実習

肥料の商品知識を知る。
単肥（N・P・K）の製造と作用性を知る。

ハウス土壌の特徴と管理

環境保全型農業の実践

土壌肥料学

本校職員

作物生産の基である土壌の機能と環境、生産効率の向上について理解する。

土壌の生成と役割、その化学・物理・生物性から理解し、作物に適合した土壌管理と
環境保全を目指す肥料の上手な使い方を実践的に理解する。

「最新土壌学」久馬一剛編（朝倉書店）

持続的農業を行うには、土壌をどのように管理したらよいでしょうか。

講義名

有機物の分類とC/N比を知る。

多量要素と微量要素の作用性を知る。

「土壌肥料用語辞典」（農山漁村文化協会）　他

学業成績評価基準及び受講態度により評価する。

 1 土壌とは何か

 2 土壌の生成と分類

 5 土壌の化学性

 6 必須要素と微量要素

 7 肥料商品と特性①

 8 肥料商品と特性②

 9 肥料商品と特性③

15 環境保全型農業

10 施肥設計と施肥技術

11 土壌調査と土壌改良

13 施設の土壌管理

14 樹園地、他の土壌管理



単位数

共通専門 選択 2 1・2年後期 月曜 1時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

10 ＪＡの事業と活動①

ＪＡ事業の内容
（信用、共済、利用、厚生、高齢者福祉、その他）

(1)小テスト➂
(2)JAの運営
（組合員の権利義務、運営機関）

15 全体復習➁

11 ＪＡの事業と活動②

12 ＪＡの事業と活動③

13 次代へつなぐ協同

14 全体復習➀

(1)JA事業の特徴
(2)ＪＡ事業の基礎となる活動

(1)小テスト➄
(2)ＪＡ事業の種類
(3)JA事業の内容（指導、販売、購買）

今までの講義まとめ➁

講義内容

時間割

講義名

(1)小テスト➁
(2)JAの歩み
(3)日本農業の再建に向けての取り組み

(1)組合員の組織活動
(2)JA青年部、JA女性組織活動
(3)組合員・役員・職員の役割

今までの講義まとめ➀

 5 ＪＡの生い立ちと歩み③

 7 ＪＡの組織と運営➁

 8 ＪＡの組織と運営➂

(1)小テスト⑥
(2)ＪＡをめぐる情勢・課題
(3)取り組み事項等

ＪＡの生い立ちや事業内容・組織運営について学び、合わせて今日のJAグループ全
体の状況を知ることにより、JAの果たしている役割やめざすべき使命について学ぶ。

協同組合の歴史、ＪＡの生い立ちと歩み、事業の内容と今後の課題を学ぶ。ＪＡ等の
農業関連団体の地域農業における役割、地域住民と農業との係わり、生活を豊かに
する活動などについて理解を深める。

「私たちとＪＡ」全国農業協同組合中央会編（全国農業協同組合中央会）

この科目を学ぶことで、農業者の視点からJA利用のあり方や地域の消費者、他産業
（事業者）との係わり方等を考え、自分の将来ビジョンを描くための糧としてもらいた
い。

その都度、関連資料を配布

レポート内容、小テスト結果、期末テスト結果による総合判断

 6 ＪＡの組織と運営➀ JAの組織
（組合員、JAの種類）

 9 ＪＡの組織と運営➃

日本の農村協同組合の歩み 4 ＪＡの生い立ちと歩み②

 3 ＪＡの生い立ちと歩み① (1)小テスト➀
(2)協同組合の誕生
(3)世界の協同組合の生い立ち

 1 ＪＡのあらまし①

 2 ＪＡのあらまし② (1)協同組合と株式会社との違い
(2)協同組合原則・JA綱領

(1)小テスト➃
(2)組織機構
(3)JAグループ

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別

メッセージ

農業協同組合論

非常勤講師（ＪＡ群馬中央会職員）

(1)ＪＡとは
(2)日本の協同組合
(3)世界の協同組合



単位数

共通専門 選択 2 1・2年後期 月曜 2時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

(1)花きの現状
(2)花きの流通の担い手
(3)花きの価格形成方法
(4)これからの花き流通

 13・14・15　花きの流通システム

講義名

(1)米の現状
(2)米の流通システムの変遷
(3)米の価格形成方法
(4)これからの米流通

 9・10・11・12　青果物の流通システム

(1)流通の仕組み
(2)流通諸機能
(3)卸売業者の役割

(1)野菜の現状
(2)果物の現状
(3)青果物の流通の担い手
(4)卸売市場流通システム
(5)卸売市場外流通システム
(6)青果物の価格形成方法
(7)これからの青果物流通

(1)消費と生産と流通
(2)流通の社会的役割

 6・7・8 米の流通システム

講義内容

 1 GAP概論 (1）ＧＡＰ認証の目的
(2）世界の現状
(3) 評価制度

 3 流通とは何か

 4・5 流通の仕組みと機能・役割

 2 国際水準のＧＡＰ （1）国際水準のＧＡＰ実践の意味
（2）農産物の輸出とＧＡＰ

科　　　目

本校職員

食料・農産物の流通と市場の役割について、基礎と現状を学ぶ。
国際水準のGAPを学び実践することで、生産技術の習得に加え経営感覚を兼ね備え
た人材を育成する。

テキスト 「新版　食料・農産物流通論」藤島廣二･安部新一･宮部和幸･岩崎邦彦著 （筑波書房）

目　　　標

概　　　要

メッセージ

農産物流通論

「流通は理解しにくい」とよく言われるが、流通なしでは豊かな生活は成り立たない。農
産物流通の基礎知識を習得する。

種別 時間割

「農場管理を”見える化”し、食の安全を確保するＪＧＡＰ」（日本ＧＡＰ協会編）
「ＨＡＣＣＰ導入の手引き」（日本食品衛生協会）

現代社会における市場の機能とその限界及び実際に起きている流通・市場問題を理
解する。

学業成績評価基準により評価する。



単位数

共通専門 選択 2 1・2年後期 月曜 2時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別

農林大学校構内の樹木検索Ⅱ

時間割

農林大学校構内の樹木検索Ⅰ 4  主な樹種の性状③

 3  主な樹種の性状②

エゴノキ科、スイカズラ科、クスノキ科等

講義内容

 

森林について学ぶ者は、まず樹木を知ることである。

クルミ科、ヤナギ科、カバノキ科、ブナ
科等

メッセージ

樹木とは何か

樹木の識別と分類

マンサク科、ユキノシタ科、バラ科、マメ
科等

冬芽と葉痕による樹木識別

14  国内産樹種の形態等⑤ ミカン科、ウルシ科、カエデ科、ツツジ科
等

樹木学

本校職員

主要な樹木の識別と特性を学ぶ。

樹木の識別方法を学ぶ。生育上の特性を学ぶ。
校内の樹木を実地に観察し、識別力をつける。

「樹に咲く花　離弁花①」（山と渓谷社）
「樹に咲く花　離弁花②」（山と渓谷社）
「樹に咲く花　合弁花、単子葉、裸子植物」（山と渓谷社）

10　国内産樹種の形態等①

繁殖について

イチョウ科、マツ科、スギ科、ヒノキ科等

15  国内産樹種の形態等⑥

 8　樹木の生育上の特性③

 9　冬の樹木識別

「葉でわかる樹木625種の検索」（信濃毎日新聞社）

学業成績評価基準により評価する。

 1 　樹木学の意義

 2　主な樹種の性状①

講義名

樹木の形態

樹木の成長、耐陰性

クルミ科、ヤナギ科、カバノキ科、ブナ
科等

11　国内産樹種の形態等②

12　国内産樹種の形態等③

13　国内産樹種の形態等④

 5　主な樹種の性状④

 6　樹木の生育上の特性①

 7  樹木の生育上の特性② 根系



単位数

共通専門 4 1年後期 月～金曜 1～3時限

担　　　当

「完全分類全経簿記3級商業簿記」インナーキャビネット編（英光社）

全経簿記検定試験ＰＡＳＴ：３級商業簿記　　経理教育研究会編　（英光社）

参考図書

評価方法

展　　　開

15 簿記検定問題演習

12 決算と決算手続き①

10 試算表と精算表①

11 試算表と精算表②

各種取引の記帳および決算を正しく処理する能力を高め、検定試験合格を目指す。

授業演習・宿題演習・テスト・補講・個人指導を通じて簿記能力の向上をめざします。

学業成績評価基準により評価する。

(1)元帳
(2)転記の手続き

 9 元帳と転記②

時間割

(1)費用・収益
(2)損益計算書

過去問題演習

(1)決算手続き
(2)修正記入

(1)取引の種類
(2)取引要素の結合関係

(1)仕訳の法則
(2)仕訳の実際

伝票

転記の実例

試算表の役割と種類

(1)簿記記帳の必要性
(2)複式簿記の原理

 4 勘定科目と元帳

講義名

(1)勘定科目
(2)勘定科目の分類

 1 総説

講義内容

 2 資産・負債・資本・収益・費用① (1)資産・負債と資本
(2)貸借対照表

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別

メッセージ

簿記論Ⅰ

非常勤講師

商業簿記の基礎・基本を身につける。
商業簿記検定試験3級合格

清算表の役割と種類

13 決算と決算手続き②

14 決算と決算手続き③

(1)純損益の勘定と処理
(2)決算振替仕訳

(1)元帳の締切りと開始記入
(2)損益計算書と貸借対照表

 3 資産・負債・資本・収益・費用②

 5 取引と仕訳①

 6 取引と仕訳②

 7 取引と仕訳③

 8 元帳と転記①



単位数

共通専門 選択 2 1年後期 火曜 1時限

担　　　当

「絵とき 植物生理学入門　改訂3版」山本良一編著（オーム社）

参考図書 「フォトサイエンス生物図録三訂版」鈴木孝仁監修（数研出版）

評価方法

展　　　開

13 植物ホルモン （1）植物ホルモンの働き
（3）成長調節剤や除草剤の作用

 8 中間試験 （1）中間試験
（2）試験の解説および復習

 6 開花 （1）光周性と開花、光受容体
（2）長日植物と短日植物、花成ホルモン

10 環境 ②（水） （1）根からの吸水、植物体内での移動
（2）水の凝集力、蒸散

（1）植物分布への影響、周期性と適応
（2）春化（バーナリゼーション）､温暖化対応

（1）水ポテンシャルとは何か
（2）細胞壁の構造と役割

 5 植物の発生と成長 （1）細胞周期、極性、発生
（2）種子の休眠と発芽、各組織の成長

 7 植物の運動 （1）屈性、傾性と膨圧運動
（2）運動の種類、光屈性、重力屈性

 2 光合成 ①（基本的なしくみ） （1）光合成と光合成工場のしくみ
（2）光化学反応と光によらない反応

 3 光合成 ②（光合成能力の高い植物、
    環境要因の影響）

（1）C４植物 ・CAM植物の光合成

（2）環境要因と光合成量

 4 呼吸 （1）呼吸とエネルギー利用
（2）解糖系、TCA回路、電子伝達系

14 植物の栄養①（無機物質）

11 環境 ③（温度）

（1）窒素栄養・窒素固定
（3）窒素の代謝

（1）必須元素、生理作用と欠乏・過剰症
（2）無機物質の移動、無機塩類の吸収

12 水ポテンシャル・細胞壁の構造

講義内容

 1 植物生理学とは

 9 環境 ①（光） （1）光の影響力、光と種子の発芽
（2）光受容体、内生リズム、開花と光

講義名

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別

学業成績評価基準により評価する。

15 植物の栄養②（無機元素の代謝）

（1）植物とその生理現象
（2）植物生理学の将来

時間割
植物生理学

本校職員

高等植物（作物）に共通の仕組みと生理的機能について理解する。

植物の持つ特有の機能について、できるだけ構造と結びつけながら環境、遺伝子、成
長、光合成、栄養の面からアプローチする。また、日常見られる植物の不思議、偉大さ
について学ぶことで、植物の重要性を理解する。

メッセージ
植物の葉が普通に行っている光合成。これは、人間の最新の技術をもってチャレンジ
してもできない。このように素晴らしい能力を持った植物に近づき、理解することで、植
物たちともっと仲良くなろう。



単位数

共通専門 選択 2 1年後期 火曜 2時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

（1）バイオマスの種類、特徴、問題点
（2）バイオマスの利用、目指す方向

 4  植物バイオテクノロジーの基礎 ③ （1）DNA（遺伝子の本体）と遺伝情報
（2）遺伝子の働き

（1）胚培養の特徴、目的
（2）各種作物の胚培養、不定胚培養

（1）中間試験
（2）試験の解説および復習

（1）葯、花粉、小胞子培養の違い
（2）葯培養の特徴、目的、実際

（1）利便性、作成法、育種への利用
（2）プロトプラスト・細胞融合育種の実際

（1）目的、利点、現状と目指す方向
（2）遺伝子組換えの方法、課題

（1）無菌播種
（2）組織片培養の特徴と実際

（1）バイオテクノロジーとは
（2）農業、産業、環境調和とバイテク

（1）植物の細胞
（2）細胞の分化と植物ホルモン

（1）植物の繁殖
（2）遺伝のしくみ

（1）組織培養の施設と機器・器具
（2）無菌操作

（1）培地の組成と調整
（2）培養条件と順化

 7　茎頂培養

 6  植物バイオテクノロジーの基礎 ⑤

 3  植物バイオテクノロジーの基礎 ②

（1）特徴、目的、手順、ウィルス検定
（2）各種作物の茎頂培養（培養の実際）

講義内容

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別 時間割

メッセージ

 5  植物バイオテクノロジーの基礎 ④

（1）農業および県内での成果
（2）植物遺伝資源の保護と保存

講義名

 1　バイオテクノロジーの歴史と広がり

 2  植物バイオテクノロジーの基礎 ①

 8　無菌播種、組織片培養

生物工学概論

嘱託教授

生物工学の基礎となる生命現象や細胞 ・組織、それらを扱う技術を中心に、食料や医
療 ・環境など、バイオテクノロジーについて体系的に学習する。

近年では特に遺伝子に関する理解が飛躍的に進んでいる。組織培養、細胞融合、遺
伝子組換えなどの多様なバイオテクノロジー技術が開発されており、植物バイオテクノ
ロジーやバイオマスについて、その基礎 ・基本となる知識や技術を学ぶ。

「農学基礎セミナー　植物バイテクの実際」大澤勝次･久保田旺編著（農山漁村文化協会）
「フォトサイエンス生物図録三訂版」鈴木孝仁監修（数研出版）

15 植物バイオテクノロジーの成果

11 葯培養

12 プロトプラスト培養

13 遺伝子組換え技術

今、バイオ関係の情報が新聞やテレビで流れない日はなく、日々開発成果が発表され
ている。これらの情報を正しく理解できるよう、現代人の一般知識として学んで欲しい。

進歩の早い分野なので、インターネットなどを随時利用されたい。
講義でも最新の情報に触れていく。

学業成績評価基準により評価する。

14 バイオマスの利用

10  胚 ・胚珠 ・子房培養

 9 中間試験



単位数

共通専門 選択 2 １年後期 水曜 1時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別
特用作物学

嘱託教授

全国生産量の90％以上を占めるコンニャクの生産・経営に必要な知識と技術を習得す
る。　併せて、特用作物全般の生産実態や栽培・加工方法の概要を学ぶ。

特用作物の特性を理解し栽培実態や加工方法などの概要を知る。群馬県の特産であ
るコンニャクを取り上げ、品種特性、生理・生態、栽培管理、病害虫防除、貯蔵管理、
加工、流通実態等について学ぶ。

時間割

(1)群馬県内の主な特用作物
(2)今後の流通と販売

(1)施肥、植付と生育中の管理
(2)収穫

(1)食と栽培の歴史
(2)栽培および流通と消費の現状

「新特産シリーズ　コンニャク」群馬県特作技術研究会、担当職員作成資料

学業成績評価基準により評価する。

講義名

13 コンニャクの加工 (1)荒粉・精粉加工
(2)製品加工

メッセージ

(1)特用作物の分類
(2)特用作物の性格
(3)日本における栽培状況

(1)栽培概要：品目・栽培状況・栽培方法
(2)加工技術

(1)栽培概要：品目・栽培状況・栽培方法
(2)加工技術
(3)群馬県における養蚕の歴史

 5 樹脂作物・養蚕

 4 繊維作物・香辛料作物

群馬県の特産「コンニャク」を中心に特用作物の栽培環境、加工等幅広く学習するとと
もに、特産品を活用した地域おこしを考えてもらいたい。

講義内容

 1 特用作物とは

 3 デンプン作物・嗜好料作物

 2 油料作物・糖料作物 (1)栽培概要：品目・栽培状況・栽培方法
(2)加工技術

 9　コンニャクの栽培②

(1)栽培概要：品目・栽培状況・栽培方法
(2)加工技術

(1)分類、形態と生理的特徴
(2)品種の特性と育種

10 病害虫防除

 6 コンニャクの利用

 7　コンニャクの作物としての特徴と品種

(1)貯蔵種イモの生理
(2)貯蔵法の種類

(1)畑の準備と種イモの準備
(2)ほぼ作物の効果と作付け方法

14 コンニャクの導入と経営 (1)収益性
(2)経営のタイプと経営指標

11 種イモの貯蔵技術①

15　特用作物栽培と地域振興

 8　コンニャクの栽培①

(1)病害虫の診断
(2)主な病気・害虫の特徴と防除法

12 種イモの貯蔵技術② (1)種イモの資質と貯蔵法
(2)予備乾燥と本貯蔵の管理



単位数

共通専門 選択 2 1年後期 水曜 1時限

担　　　当

参考図書

評価方法

展　　　開

(1)フランス式庭園

(2)イギリス式庭園

(2)庭園成立の時代背景
(1)造園植物の種類と特性

(2)造園樹木の分類・特性・主な樹木

(2)花壇材料

(1)木材・竹材・石・砂・砂利

(2)肥料・土壌・土壌改良材

(1)コンクリート材料・金属材料

(2)レンガ・タイル製品・プラスチック製品

(1)植栽工事・移植工事、芝張り工事

(2)土木工事・石工事

庭園の管理、樹木の仕立て方、手入れ

芝生の管理

計画、設計のプロセス

造園製図基本

造園製図基本

造園製図の実際－住宅庭園

(1)設計製図、スケッチ図

(2)最近の住宅庭園の動向

講義名

造園植物の管理、施肥、病害虫防除

5　造園材料②

6　造園材料③

15　造園製図➃・最近の造園事情

13　造園製図②

人間生活になくてはならない緑の効用

科　　　目

目　　　標

概　　　要

テキスト

種別

メッセージ

造園学

非常勤講師

「新・緑のデザイン図鑑（樹木・植栽・庭づくりのテクニック）」山崎誠子著（エクスナレッジ）

庭は小さな森林です。

時間割

(1)日本庭園の設計思想

(1)地被植物

担当講師作成プリント

学業成績評価基準により評価する。

講義内容

造園の理論から庭園設計及び管理について学ぶ。

造園の歴史と役割を理解する。
造園材料の種類と特性の理解をはじめ、造園設計及び管理方法を学ぶ。

4　造園材料①

3　日本庭園の成立と変遷

 

14　造園製図③

7　造園材料④

8　造園工事・施工

9　造園管理➀

10　造園管理➁

11　造園計画と設計の基本

12　造園製図①

1　人間生活と緑の効用

2　海外の庭園様式


