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はじめに  

 

当社では、Ｈ２４年９月１日よりＨ２５年２月１７日まで、兵庫県様のご協力を得て、新規就農促進モデ

ルファーム設置事業の一つの農場として、農業研修「新規就農週末コース神戸」を開催させて頂きまし

た。本書は、その時の研修の様子を記録した「ＡＳＣＨＯＯＬ 農業研修のブログ」を抜粋しまとめたもの

です。 

 

今回の農業研修コースは、フルコースでは、講義２０回、実習３０日を組み合わせたコースで、殆ど

の毎週土日と祝日を使って開催しました。（ちなみに、本書には、殆どの回のレポートを掲載させて頂

いております。） 

 

 講義では、「肥料・農薬の基礎」「新規就農事例」など基礎的な事から、「農業の現状」「経営計画の

作り方」など経営的なところまで、新規就農の際に必要となる事柄について、各専門講師の方より、熱

心にご講義を頂きました。実習では、９月に播種、定植をし、１１月～１２月にホウレンソウ、１月～２月

にブロッコリ、２月～キャベツを無事に出荷販売まで行う事が出来ました。残念ながらニンジンは育ち

が悪く出荷販売とはなりませんでしたが、これも農業の現実を良くあらわしていて、受講生の皆さまにと

っても、良い経験になったのではないでしょうか。 

 

又、各方面で様々ご協力を頂き、神戸須磨のナナファーム様での販売実習、同じモデルファームの

ひとつ㈱Ｔｅａｍｓ様への農場視察なども実現する事ができました。あらためまして感謝申し上げます。 

 

  さて、本書は、このような農業研修についての「生の記録」として日記的に綴ったものです。これから

の就農を考えている方、農業に興味をお持ちの方にとって、楽しみながら、少しでもお役に立て頂けま

したらと思い、まとめさせて頂いております。ラフな感じの稚拙な表現もございますが、このような主旨

でございます。肩肘張らず、お気軽にご覧頂けましたら幸いです。  

 

平成２５年３月   合同会社エースクール 代表社員 田中康晃 

 

 

合同会社エースクール 

本社 兵庫県明石市旭が丘１１－８－２Ｆ   農場 兵庫県神戸市西区平野町繁田６０３他（約５０a） 

ＨＰ  http://aschool.info     メール info@aschool.info 

電話  ０７８－９４５－６５９４   FAX  ０７８－９４５－６５８７ 

＊Ｈ２５年度新規就農週末コース神戸  参加者募集中！！   エースクール 農業塾 で検索。 
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 新規就農週末コース神戸 開講します！！ 

 いよいよ９月１日より、「新規就農週末コース神戸」農業研修が始まります。昨年、春と秋にそれぞれ

３カ月コースを開催しましたが、今年は、兵庫県のバックアップを受け６か月の充実！？コースとなりま

す。 

 農場実習３０日、講義２０回のカリキュラムです。実習は露地栽培でキャベツ、ブロッコリなど、うまく育

てて、年明けには、みんなで、なんとか直売所で販売できるように頑張りましょう！！販売実習も楽しみ

にしていて下さい。 
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新規就農週末コース 開催直前 準備中 

 ９月１日から始まります新規就農週末コース http://aschool.info/item/item01.html について、本日、

開催に向け、関係者で打ち合わせをしてました。おもに農業実習の段取りについて詰めを行ってました

が、こちらは「生き物」を扱うものなので、そうそう計画通りにはいきません。それでも、いろいろなケー

スを想定しての段取りは必須です。まだまだ詰める事が沢山ありますし、いろいろとご負担をおかけし

ています・・・。が、いろいろなお話ができて、この段取りもまた楽しいです。 

 さあ。今週末２５日（土）、２６日（日）は、農場見学会＆説明会です。 

田中康晃 
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実習作物はキャベツ・ブロッコリなど 

 新規就農週末コース神戸の農場実習の作物ですが、最初はキャベツ・ブロッコリなどを計画してます。

実習生ごとに担当スペースを配して、各実習生が「お野菜」に愛着を持って接する事ができるようにし

ます。（笑）。 

 市民農園みたいな区画ではないですが、畝ごとに品目を分け、それを横に切って、担当区画とする計

画です。（ちょっと表現難しい・・）人数に応じて広さをどうしようか考えてます。 

  

 できた「お野菜」は、直売所で販売する計画です。なので、出来具合によって「私のキャベツは＊＊＊

円！！、君のキャベツは＊＊＊円」という具合に、金額でも差が出たら逆に面白いかな。そんな極端に

はならないかな。 

 そして、最後に売上集計して、収支計算まで、提示する計画です。（実際は、時期的に、ここまで出来

るかどうか分かりませんが、研修期間で間に合わなくても出すには出します・・・） 

 ところで、当社も農業参入準備中である事はお伝えしておりますが、今回の研修では、当社スタッフ

一同も、運営者とはいえ、貪欲に学びます。当社は週末だけではないですから、たぶん一番、学べます

～（笑） 

田中康晃 
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農場見学会 

本日は、「新規就農週末コース神戸」農場見学会でした。 

天候にも恵まれ！？ カンカンの真夏の晴天でした。暑い中、お疲れ様でした。 

明日も農場見学会～。 

暑さ対策忘れずに。 
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農場見学会２回目 

 本日、２回目の農場見学会を開催しました。 

新規就農を考える方も、一人ひとり事情も違えば、当然、研修に求めるものも違ってきます。当社の農

業研修では、一人でも多くの方に就農を実現して頂けるように、カリキュラム、修了後のサポートなど用

意してお待ちしております。 

 でも、ただ単に就農実現する事が目標ではありません。就農を実現して「幸せ」になってもらう事が目

標です。何に「幸せ」を感じるのかは人それぞれですが、「楽しくて、笑っている状態になる」というのが、

きっと幸せなんだと思います。 

 研修も厳しい中にも楽しく、やっていきたいと思います。 

楽しい方が多いので大丈夫かな・・。私といえば、準備自体で相当楽しんでます。 

猛暑の中にも、季節を感じますね・・・。 
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第１回講義 新規就農の流れ 

こんばんは。 

本日は、新規就農週末コース第１回目の講義「新規就農の流れ」大変お疲れ様でした。 

流れといっても千差万別。 

唯一？の決まりごとは、農地の許可が必要という事くらい。 

「こうすれば就農できる」 

「この勉強をすればできる」 

「試験に合格したらできる」 

というものではないのが、 

逆に言うと就農を難しくしているところかもしれません。 

私は、これまで、おもに会社での就農ではありますが、色々な就農の支援をさせて頂いてきました。 

そんな中で、就農するためにもっとも大切だなと、感じるポイントは、本日、講義でお伝えしました。 

「それ」は、就農後もきっと役に立つ事と信じています。私や当社にも言える事です。 

今回の研修の機会を大切に・・・。毎回、楽しみにしています。 

それでは、次の週末も、よろしくお願いします。 

田中康晃 
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第１回 農場実習レポート 

本日は、新規就農週末コース神戸、第１回農場実習でした。 

作業は「キャベツ苗の鉢上げ（仮植）」。 

１．まず、ポットに土を入れます。ここでのポイントは、腰痛を辛抱する事（笑）。 

 

腰痛を辛抱しているところ・・・。 

 

入れる土はこれ。結構、高価！！その名も「プライムミックス」 
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２．次に、できたポットにセルトレイから苗を移植します。社長の見事な手さばきを！ 

 

３．移植後の水やり 

 

水加減が重要。この感じを覚えておいて下さい。しっとりとした手触り・・。重さ加減・・・。土の色・・・。に

おい？ 
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合計６４トレイ（２４本×６４＝１５３６本）完成！！ 

 

こちらは、先に鉢上げしたブロッコリ。根がしっかり回ってます。 

 

本日は、お疲れ様でした。 

よく眠れそうです。 

田中康晃 
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第２回講義 作付計画の作成１ 

本日は、お疲れ様でした。 

「作付計画の作成１」いかがでしたでしょうか？ 

基礎編にも係わらず、少し細かい内容も含まれていて、難しいところもあったかも知れません。 

講義でもお伝えしましたが、本日の講義は細かいところは気にせずに、大枠を掴んで頂ければ十分で

す。 

おおよそ、作付計画の作り方のステップのようなものは掴んで頂けたのではないでしょうか？？む

む・・・。 

「頭の中にあるもの」＝「もやもやしたもの」＝たとえば、そうですね｢農業って儲かるのかな？」とか、

「やっていけるのかな？」とか、「休みないのかな～？」とか・・・。これを目に見える「形」にする事で、「も

やもやしたもの」が、少しはっきりと「現実」に近くなるように思えてくるのではないでしょうか？ 

その「形」のひとつとして、今日お話しました「作付計画」も入れて頂ければと思います。 

「現実」に近づく事で、気持ちが萎える事もあるかもしれませんが（苦笑）。 

少しは見えてきましたでしょうか。 

よろしければ、シミレーション繰り返してみて下さい。 

楽しいものですよ（笑） 

今後、講義・実習を繰り返す事で、より鮮明にはっきりと見えてくればいいですね。 

スタッフ一同、精進して参ります。 

田中康晃 
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第３回講義 作付計画の作成２ 

本日は新規就農週末コース神戸、講義基礎編「作付計画の作成２」の講義日でした。 

みなさん、お忙しい中、毎週、本当にお疲れ様です。 

さて、本日の講義は、「実習農場で実際に行う作付計画」についてのお話です。リアルです。 

 

作付計画って、簡単に言うと、「いつ、何を、どうするのか？」という計画。この計画に従って、農作業を

行っていきます。このコースが終わるころには、みなさん、このようなものが作れるようになります・・

ね！？ 

 

こちらは、肥料投入計画についての説明。Ｎ、Ｋ、Ｐ・・・。 
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施肥計画って、こんなです。算数を思い出して～。比べられる量＝元の量×割合・・。だったけ？ 

 

ニンジンの土寄せ作業の説明～。 

以上です。 

現実らしきものが、少し見えてくると、下を向く人がいます。何故でしょう？？（笑） 

現実は、自ら作るものです（ｂｙ田中）。 

是非、乾杯しましょう。 

明日も、よろしくお願いします。 

田中康晃 
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第４回講義 農作物の作り方 

本日は、お疲れ様でした。 

新規就農週末コース神戸／講義基礎編第４回「農作物の作り方」の講義でした。 

内容は、実習作物について、栽培方法や注意点など説明を頂きました。 

講師はドリームズファームの渡辺先生。緊張した面持ち。お疲れ様でした。ゆっくり静養してください・・・。 

 

キャベツ苗の播種、セルトレイを使っての説明。 

 

こちらは、ご存じ、仮植ポット＆トレイ。今回の実習で仮植成功は、２０００粒中、１５００本。少しダメなの

が多かったですね～。 
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キャベツ栽培の流れ。２条植、株間３０～４０ｃｍ。 

 

キャベツを食べに来る虫。どうしても虫が来てしまいます。今回、無農薬とはいきませんが、なるべく減

農薬で対処していくつもりです。 

 

キャベツの病気。まだらに変色など、苗の様子をしっかり観察する事が大事。 

 

こちらはホウレンソウ。株間５～７ｃｍ、４条植え。しっかり石灰を投入！！ 

 

受講生からの質問 

「何故、畝を作る必要があるのですか？」 
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渡辺先生 

「大雨が降って水没した場合、畝が無いと苗がダメになります。根ぐされ防止。酸欠防止。水はけを良く

する。作業性など。です。」 

受講生からの質問 

「何故、仮植が必要なのですか？」 

渡辺先生 

「セルトレイ苗では小さすぎて、畑に入れても育たない場合がある」 

「少し大きなポットに入れて、しっかり育ててから畑に入れた方が育ちやすい」 

「畑の準備の関係上、定植時期をずらすため」・・今回は、これが大きいですかね。。 

以上です。 

次週は、実習です。 

講義でインプットしたものを、実習でアウトプットして、しっかりと実感して下さい。 

講義続くと、頭がボ～としてくるのは私だけでしょうか？（笑）次週、スカッと行きましょう！ 

９月２２日（土）９：００ドリームズファームです。 

田中康晃 
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第２回 農場実習レポート 

本日は、新規就農週末コース神戸、第２回実習日でした。大変お疲れ様でした。少し涼しくなってきたと

はいえ、まだまだ昼間は暑い日が続きます。本日も日差しは強かったですね。みなさん、お元気です

か！！ 

今日は、今年、神戸で新規就農された浅田さんの農園にて、実習を行いました。浅田さんには、講義で

も登壇頂きますが、受講生に最も近い先輩という事もあり、いろいろと身近に感じる事が出来たのでは

ないでしょうか？ 

さて、本日の実習は、土づくりの基本となる肥料まき！！こちらは、浅田さんが、本日の肥料まきの説

明をしているところ。畑に投入する肥料の種類、量の説明してます。 

 

グラム単位で測量・・・（実は、実習用の顔・・・おっと） 

 

投入する肥料 

 



Ｈ２４年度兵庫県新規就農促進モデルファーム設置事業 

 

新規就農週末コース神戸  21 

 

測って 

 

投入 

 

ご夫婦で投入 

 

今日は、ここまでで・・・。 

続きは、後日アップします。ムービーも。。 

good night! 

田中康晃 
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第 3回 農場実習レポート①播種（ハウス） 

第 3 回農場実習レポートの報告をさせていただきます。 

本日 9月 23 日（日）は朝に雨が降っていましたので作業ができるか不安でしたが、 

何とか 8 時前には止んでくれたので助かりました。 

２日連続の実習なので、昨日の疲れが残っていて体の節々が悲鳴をあげている生徒さんもおられまし

た。 

決して無理をせずゆっくりと作業してくださいね。 

本日の予定では、圃場にトラクタを入れて耕耘の演習をする予定でしたが、こう泥濘んではどうしようも

ありません。 

そこで、急遽変更で「葉もの野菜の播種」をすることにしました！ 

まずは、ミニニンジンの播種をしました。 

 

これがニンジン用の播種機です。 

テープにニンジンの種が等間隔に付いていますので間引きの必要がありません。 

しかもテープは土に還るので安心して播種できます。 
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テープをローラーにしっかりと固定して… 

さあ、播種スタート発進！！！ 

 

力を入れず、押すような感じで…上手にできております♪ 

このときの目線が大事です！ 

足元を見ると力が入って左右に揺れてしまいます。 

ですので、少し先を見ながら行くとまっすぐきれいに行きます。 

動画もありますのでどうぞ 

 

次は、軟弱野菜の播種です。 

播種したのは 
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「水菜」 

「コマツナ」 

「ミニチンゲンサイ」 

です。 

 

この播種機は点播ロール式で主に葉もの野菜に使われます。 

a.前輪の刃のついたローラーが播種機を固定・安定し 

b.真ん中の土切りで溝をつくり 

c.そこに種が 2,3 粒ずつ落ちて 

d.後輪のローラーで鎮圧するというアルゴリズムです。 

うーん、すごい！ 

 

生徒だけでスプロケットを交換して点播間隔を調整中！ 



Ｈ２４年度兵庫県新規就農促進モデルファーム設置事業 

 

新規就農週末コース神戸  25 

 

では、いってみましょう！ 

 

初めはみなさん慎重になりすぎて歪んでしまったりしましたが 

慣れてくると講師のサポートなしで 

生徒同士で教え合っていたので印象的でした。 

「実際に」 

「やってみる」 

ということの重要さを身にしみて感じることができました。 

次の行程は最も重要な「灌水」作業です。 

葉もの野菜はこれですべてが決まると言っても過言ではありません。 

生徒の奮闘は次回（農場実習レポート２）に続きます。 

 

【了】  黒木 大将 

 

 

 

 

 

http://aschool.info/blog/?p=316
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第 3回 農場実習レポート②灌水（ハウス） 

播種の次の行程は 

「灌水」 

です。 

ただ単に播種しただけでは芽は出ません。 

発芽に必要なのは 

水 

空気（酸素） 

適当な温度 

です。 

光 

肥料 

は発芽には必ず必要とは限りません。 

むしろ発芽してから後の生長に重要なファクターになるでしょう。 

灌水作業に戻ります。 

 

まずは灌水チューブを畝の中心に敷きます。 

http://aschool.info/blog/?p=276
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チューブがぐちゃぐちゃにならないように 

しっかり裏表を確認して行うようにしてください。 

 

チューブを留める前に 1 回水を通してみます。 

このときのバルブ開閉に注意点があります！ 

まずは本圃のバルブを開けます（上の画像です） 

そしてその後に 

 

この元栓のバルブを開けます 

この順番を間違うと元栓の水圧で水管が破損してしまうことがあります。 

（小学校のガスバーナーを思い出しますね笑） 

まとめると 
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バルブ開ける→元栓開ける→水を出す→元栓閉める→バルブ閉める 

この手順は金科玉条です！ 

 

水を出したらチューブを留めます。 

専用のストッパーもありますが余っている資材で流用します（コスト削減！） 

 

水が出ているのが分かりますか？ 

土の湿り具合で分かると思いますが…見えにくくて申し訳ないです 

水のかかり具合にバラつきがあるのがわかりますでしょうか？ 

まっすぐ引いてもどうしてもチューブに左右に寄ってしまいますので 

必ず左右対称に均等に水がかかるように調整します。 
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また、詰まりもありますのでチューブを擦って水を出してあげます。 

 

散水の寄りを確認する生徒のみなさん 

 

 

調整作業風景 

さあ、調整完了です。 

みなさん服が濡れながらも真摯に作業に取り掛かっていました。 

お疲れ様です。 
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このあと 40 分ほど灌水して一連の作業は完了です。 

灌水の目安は作型や季節によって変わってくるので実際に土を掘ってみたりして目視の確認による経

験を積む他にありません。 

やはり現場に携わることが肝要だということですね。 

発芽が楽しみですね♪ 

【了】   黒木 大将 
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第４回 農場実習レポート 定植(キャベツ・ブロッコリ

ー) 

台風１７号が近づいています。 

本来は台風の前には定植はしないほうがいいのですが・・・ 

 

もうこのような状態です。 

生長し過ぎてポットの大きさでは根を十分に張ることができません。 

そこで、本日定植してあげる事を強行しました。 
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そのまま株を抜こうとすると根が切れてしまうことがあるので 

必ず逆さにしてポットを株から外すようにします。 

 

ここでの左右の手に注目してください。 

右手(利き手)で株を持ち 

左手で穴を開けます。 

そして、そのまま一連の流れで定植します。 

 

このように流れを止めずにすることが効率アップの秘訣です！ 
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さあ、スクール生みんなで定植しましょう！ 

 

 

黙々とキャベツを植えるスクール生のみなさん(真剣です！) 

 

周りよりも若干深めに植えてください。 
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定植完了です。 

次はホースを使って灌水をしました。 
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６本の畝を撒くので、中央の通路にホースを置いてそこからホースを畝に当たらないように３人１組に

なってすべての畝に水をあげました。 

そうすることで、ホースをいちいち移動させる手間が省けます。 

 

灌水完了です。 

次は、キャベツ・ブロッコリーの隣の畝にニンジン・ホウレンソウの播種をしました。 
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ハウスのときとは違って露地の土は硬さが違うらしく抵抗があるため四苦八苦していました。 

それでも一所懸命にやってる姿は素晴らしいものですね！ 
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本日のまとめ 

キャベツ定植   ６００本 １畝２００本 ３畝 株間４０cm 

ブロッコリー定植 ６００本 １畝２００本 ３畝 株間４０cm 

ニンジン播種   ２畝 

ホウレンソウ播種 ２畝 

合計１０畝です。 

これをこれからスクール生自身で生産管理していきます。 

もちろんサポートは受けながらの管理になります。 

立派な作物ができるようにこれからいっしょにがんばっていきましょう！ 

 

【了】   黒木 大将 
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第５回講義 肥料・農薬の基礎 

１０月６日（土）エースクール研修室にて、新規就農週末コース神戸の第５回講義「肥料・農薬の基礎」

を開催しました。 

講師は、ドリームズファーム山口社長です。 

肥料の３大要素。Ｎ，Ｐ，Ｋの役割・・。何でしたっけ？大丈夫ですか。答えは板書↓ 

 

こちらは、少しだけ脱線して、ぼかし肥料の作り方などの説明。しっかり発酵させてから畑に投入しなけ

ればなりません。 

 

後半は農薬の基礎。すみません。板書の写真撮り忘れてしまいました。 

う～ん。どんなでしたっけ（笑）。冗談？。。農薬をせっかく使うのでしたら、効果的に使いたいもの。適

期使用がポイントです。 
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今回の講義は、肥料設計、農薬の使い方など、現場に出たら即必要になる知識でしたね。 

学ぶべき事は多いですね。 

でも、あせらずに、今回の講義を頭に入れつつ、あとは、じっくり現場で身につけていければいいものと

思います。 

田中康晃 
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第５回 農場実習レポート前半 

１０月７日（日）、新規就農週末コース神戸、第５回農場実習を行いました。 

やや風はありましたが、天気も良く、秋らしい日和となりました。 

今回の実習前半は、実習農園のすぐ近くで農業を行う浅川さんの農園にて「ナスの収穫・選別・梱包」

を行いました。 

収穫作業について、浅川さんが、説明をしているところ 

 

葉の裏に虫の卵を見つけたら、葉ごと取り除いて下さい。 

 

こちらスクール生の収穫作業の様子。収穫楽しい～。 
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収穫したナスを優品、秀品、ボツ品に選別します。 

 

重量を量って 

 

 

袋詰め 
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袋の口にテープを巻いて 

 

これで完成！！ 

 

きれいなナスですね。 

このナスは、直売に出荷されたとの事・・・。売れ行きも上々だったとのことです。。 

こういう作業は楽しいですね。。 

でも、苦労があっての楽しさ。 

自分で苦労して作ることができれば、きっと楽しさはもっと大きなものになる・・・かな？ 
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第５回 農業実習レポート後半 

さて。午後からは農場実習の後半。研修農場にて、キャベツ、ブロッコリへの防除作業（薬剤散布）を行

いました。 

今回、散布する農薬はゼンターリ。ＢＴ剤と呼ばれる生物系（菌ですね）の薬剤です。ヨトウ虫などへの

効果を狙ってます。 

 

成分など 

 

こちらは展着剤。葉っぱへの薬剤の付着効果を高めます。葉っぱは薬剤を弾くので、展着剤を混ぜて

防ぎます。 
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農薬の濃度、散布する量、回数は、きっちりと守らなければなりません。出荷できなくなります。農薬散

布の管理はしっかりと記帳しておきます。 

 

 

こちら背負い式の動力噴霧器。これで農薬を散布します。農薬満タン時の総重量は３０ｋｇほどになりま

す。結構、重いです。 

 

講師の渡辺さん。散布作業の説明を行っています。一定のリズムで・・・。 
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散布終了。 

 

農薬と聞くと、「ムムムって」思われる方もいるかもしれません。 

確かに「無農薬」！と行きたいところですが、販売なども考えると、現場では中々難しいのも正直なとこ

ろ。なるべく回数を抑えるなどして、減農薬を心がけ、そして、しっかりと「管理」していきます。 

「無農薬」で行くにしても、「知っている」という事は、とても大事な事と思います。 

本日はお疲れ様でした。 

田中康晃 
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第６回 農場実習レポート 

１０月８日（月）、新規就農週末コース神戸、第６回農場実習を開催しました。 

またまた天候も良く、風もなく、穏やかな日和でした。 

さて、今回の実習は、実習農場の隣、ドリームズファームの農場にて、ニンジンの追肥作業を行いまし

た。 

まずは、作業の説明。ドリームズファーム山口社長より。 

 

このように株間に溝をきります。 

 

頑張るスクール生徒さん達。これ、見た目よりキツイです。 
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投入する肥料はこちら。化成肥料。 

 

投入する量は、施肥設計に基づきます。前回講義でやりましたね。。。 

 

切った溝に肥料を投入していきます。 
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投入したら埋め戻し、肥料の乾燥を防ぎます。追肥完了！！ 

 

見た目よりもキツイ作業。でも、みんな夢中になって作業をしてました。こういう苦労があるからこそ、収

穫が楽しいのかも知れませんね。 

 

みなさん。お疲れ様でした。 

だいぶ手つきも慣れ、後半はかなりスムースに出来たのではないでしょうか？ 

今度は、実習農場で、同じ事をやります。（今回より畝短いので、ご安心を・・・） 

田中康晃 
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第６回講義 施設・機械の基礎 

１０月１３日（土）エースクール研修室にて、新規就農週末コース神戸、第６回目の講義を行いました。 

今回のテーマは「施設・機械の基礎」、講師はドリームズファーム山口社長です。 

まずは、トラクターのお話から。 

トラクターの役割。耕運、畝たて、排水性向上など。アタッチメントを交換する事により幅広く使う事がで

きます。 

 

目的や状況に応じて使う事が大事。深く耕運する場合、浅く耕運する場合など、目的・状況に応じて変

えていく。 

 

使う場面も回数も様々。 

たとえば、研修圃場では・・・。 

（前作の）トウモロコシ終了後に樹ごと耕運。 

  ↓ 

トウモロコシの樹を早く分解させるために代掻き。 

  ↓ 

肥料散布後耕運 
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  ↓ 

畝成形 

と計４回使用しました。 

いや～。実に働きものですし、頼もしい限りです。 

ただ、値段が結構するので、投資回収をしっかり計算の上、計画的に導入すべし。 

後半は施設について。 

一般的なパイプハウスの構造、材質、値段などについての説明。 

 

計画的に栽培出荷していくためには、パイプハウスは非常に有益なものである事がわかりました。 

投資額／売上目安などについても言及がありました。 

こちらも設備値段は結構します。 

トラクター同様に、しっかりと計画し、経営？判断が必要になります。 

う～ん。エースクールでも導入したいですね～。 

その前に、前提として、まずは、しっかりとした作物が作れるようにならないとダメですね。。 

しっかり実習頑張りましょう！！ 

田中康晃 
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第７回 農業実習レポート 

１０月１４日（日）、新規就農週末コース神戸、第７回目の農業実習を行いました。 

またまた天候にも恵まれ、農作業日和となりました。 

さて、今回の実習は、研修圃場のキャベツ、ブロッコリ、ホウレンソウの追肥と除草です。 

現在の作物の様子は・・・。こんな感じです。追肥のタイミングも覚えておきましょう。 

 

 

まずは株間に溝をきります。前回、ニンジン圃場で経験済なので、かなり手付きも慣れ、作業も早くなり

ました。 
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肥料投入！いい感じです。 

 

こちらは除草作業の様子。今回から各自の担当圃場のところで作業です。はたして、作業のやり方、愛

情の投入！？などにより、収穫時に差は出てくるでしょうか・・・。楽しみです。 

 

 

後半は、前回講義の復習。実際に農業施設を見学しました。 
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見学施設はトマト用の大変立派なもので、受講生一同圧巻。 

いいですね。いつか、こんな施設で農業ができる日を目指して！？・・・。 

まずは、地道に実習頑張って行きましょう！！ 

今回もお疲れ様でした。 

色々とイメージが出来てきました！・・ね？。 

 

田中康晃 
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第７回講義 種苗の基礎 

１０月２０日（土）に行われた第７回講義「種苗の基礎」の報告をさせていただきます。 

新規就農週末コース 神戸会場 

日時： １０月２０日（土） 

場所： エースクール会議室 

内容： 第７回講義「種苗の基礎」 

講師： 山口 和人（㈲ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ･ﾌｧｰﾑ社長） 

本日の内容は「種苗(しゅびょう)の基礎」です。 

文字通り「たね」と「なえ」です。 

 

「種」の説明をする講師の山口社長 

種には大きく分けて２種類あります。 

「固定種」 と 「F1 種」 です。 

「固定種」はそれぞれの地域の風土や気候に合った種で、 

自家採種できるので翌年も作付できるのが特徴です。 

「京野菜」が有名ですね。 
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一方 

「F1 種」は First Filial generation の略で 

F は filial(~世代)の頭文字で 

1 は first の １ からとってるそうです。 

さらに、F1 種は異なる品種を掛け合わせて作っているので… 

雑種第１世代と言えばイメージしやすいですね。 

一代交配と書かれている場合もあります。 

ということはメンデルの法則よろしく 

次世代の種は何が出るのかわからないので 

自家採種は出来ません(しても意味がありません)。 

一般農家の主流はどちらなんでしょうか？ 

それは断然「F1 種」だそうです。 

F1 種は耐病性があり作りやすく品種改良されているのが大きな理由です。 

「効率」を求めるとそうなるのが世の常でしょう。 

F1 種は耐肥性があるので、そのために大量の肥料を投入し 

肥料が多いと雑草が多く生えるのでそれを抑制するために 

農薬を散布する…その繰り返しです。 

なんてひどい農家だと思ってしまうでしょう。 

しかし、それを求めているのは我々消費者だということも忘れてはいけません。 

ですので、「自分で」作ってみてはどうですか？ 

それを当スクールを通して学んでいきましょう！ 
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真剣に講義を聴くスクール生のみなさん 

つづいては「苗」のお話です。 

 

苗を育てる上でいちばん大切なのは 

「根」をいかに伸ばしてあげるか 

です。 

育苗しているときは葉っぱや茎の様子をみてしまいがちですが、 

プロの農家は「根」を注視するそうです。 
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やはり視るところが全然違いますね。 

根を気持ちよく張れるようにポットの大きさや灌水量を作物によってうまく調整することが大事だと力説

されていました。 

「三つ子の魂百まで」は野菜も一緒で 

育苗時の性質がそのまま生長したときにも表れるようです。 

水を多くあげすぎると水太りしやすくなりますし、 

適度に水をあげると筋肉質の強い樹になるそうです。 

それくらい育苗は神経を使う大事なステージです。 

 

スクール生のみなさんは種の種類の豊富さや 

育苗の仕方に興味津々で途中で質問が飛び交う 

侃々諤々の熱い議論がなされました。 

了 黒木 大将 
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第８回 農場実習レポート 

１０月２１日（日）新規就農週末コース神戸、第８回目の農場実習を行いました。 

今回も晴天。雑草もぐんぐん伸びます。昆虫も元気です。 

そこで、今回は、キャベツ、ブロッコリの除草＆防除を行いました。 

いつものようにドリームズファーム山口社長より、本日の作業の説明。 

 

受講生も慣れたものです。どんどん除草！ 

 

除草前、除草後。こんなに違います。 
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続いて防除。おなじみ渡辺さんより説明。 

アブラムシ・・・。 

 

今回は BT 剤のモスピラン。 

 

成分、効果、希釈倍率、散布回数など必ずチェック。 

 

こちらも慣れてきました。受講生が動噴に薬剤希釈。 
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農作物の管理作業。 

地道な作業が続きます。 

こういった作業の繰り返しで、元気な野菜が育ちます。 

受講生の皆さまも、かなり作業が手についてきた様子です。 

除草も防除も、毎回、スピードアップしていきます。 

田中康晃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｈ２４年度兵庫県新規就農促進モデルファーム設置事業 

 

新規就農週末コース神戸  61 

 

第９回 農場実習レポート 

１０月２７日（土）、新規就農週末コース神戸、第９回農場実習を行いました。 

本日も晴天。ただ、今週降った雨で、農場にはぬかるみがあります。 

当初、トラクター実習を予定してましたが、残念ながら、このぬかるみでは、入れません。 

仕方ないですね。天気との兼ね合いは、露地栽培の宿命です。 

という事で、今回は、ニンジンの除草を行いました。地味な作業が続きますが、頑張りましょう！！ 

作業前の様子。ちょっと画像が悪くて分かりにくいですが、ニンジンの葉が隠れるくらい茂ってました。 

 

こちら除草作業。葉がまだ小さいので、雑草と見分けがつきにくのですが、丁寧に除草していきました。 
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除草後。。すっきり。 

 

このような作業は、農家さんでも、通常、なかなか手が回らないところ。 

今回、受講生の頑張りで、かなりスッキリ除草できました。 

前回同様、地道な作業が続きましたが、みなさん、ほんと熱心に取り組んでおられて、感心させられま

す。 

でも、こういう作業って、作業中、ほんと色々な事を考えるのですよね。 

「ハウスどうしようか？」とか、「トラクターどうしようか？」とか、「来年以降のカリキュラムどんながいい

かな～」とか、「このニンジンいくらで売れるかな」とか、「今年の冬はスキーに行けるかな」とか「藤波が

阪神に決まったな」とか「焼き牛丼っておいしいのかな」とか「クロッキーちゃんとやってるのかな」と

か・・・。 

私だけ？ 

貴重なシンキングタイム（笑）です。 

田中康晃 
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第１０回 農場実習レポート 

１０月２８日（日）、新規就農週末コース神戸、第１０回農場実習を開催しました。 

天候はあいにくの雨、午後からは少し日差しが出てきましたが、露地農場は入れません。 

そこで、今回は、ハウス内での小松菜、チンゲンの収穫、梱包を行いました。 

ドリームズファーム山口社長より、作業の説明。 

実習生の作業の様子。 

 

コンテナに収穫します。 
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次は袋詰めの作業。小松菜は重量を量って。 

 

袋詰め。 

 

http://aschool.info/blog/wp-content/uploads/CIMG0488.jpg
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チンゲンは大きさにより２個ないし３個づつ袋に詰めます。 

 

袋をシーラーでシールして。 

 

商品として完成。 

 

本日の収穫数は、午前中で、小松菜５０袋、チンゲン１５０袋できました。 

直売所に並ぶとの事です。だんだんと農業のイメージが出来てきましたね！？ 



Ｈ２４年度兵庫県新規就農促進モデルファーム設置事業 

 

新規就農週末コース神戸  66 

 

朝のハウス内は気持ちがいいものです。 

空気感、におい、いいですね。 

小松菜、チンゲンもシャキシャキしてます。 

写真で伝えられないのが残念。 

ユーチューブ１５秒前後の「サクッ」という音で感じてください。（笑） 

田中康晃 
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第１１回 農場実習レポート 

１１月４日（日）に行われた第１１回農場実習の報告をさせていただきます。 

新規就農週末コース 神戸会場 

日時： １１月４日（日） 

場所： ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ･ﾌｧｰﾑ農場 

内容： 第１１回農場実習「トラクタ演習」 

今回は待ちに待ったトラクタ演習です！ 

雨の影響でなかなか圃場に入れなかったのですが、ようやく実現できたので一安心です。 

 

熱心に講師の話を聞くスクール生 

トラクタを前にやや緊張気味でしょうか？ 
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注意事項に耳を傾ける 

３０馬力のトラクタなので初心者には少し難易度が高いかもしれません。 

さて、説明が終わるとさっそく乗車です！ 

「習うより慣れよ」 

理屈では分かっても実際乗ってみないと上達できませんからね♪ 
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みなさんすごい上手です！ 
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講師の正確な指導とスクール生の熱い意思が伝わってきます！ 

かっこいいですね！ 

トラクタのポイントは、 

いかに少ない移動距離で効率的に耕耘するか…だそうです。 

まずはトラクタですいて均平に整地します。 

このときの理想は東西に 1 回すいて、そのあとに南北にすく。 

そうするとキレイに整地できます（畝立てのときに楽に作業できる）。 

次に、スクール生が難しかったと声を揃えたのがターンです。 

やはり慣れていないので何度も切り返しをすると轍（わだち）ができます。 

すると、それだけ土が締まりバランスが悪くなります。 

それでは講師の実演の動画を見てみましょう！ 

注視していただきたいのが手と目の動きですね。 

「必要なことを必要なときに最小限の動きでする」 

これが効率的に作業するポイントではないでしょうか。 

午後からは、茎ブロッコリーの収穫と農薬散布(ﾎｳﾚﾝｿｳ)と担当圃場の除草作業をしました。 
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<茎ブロッコリーの収穫作業風景> 

 

人海戦術で収穫していきます（黙々と収穫するスクール生） 

 

とてもみずみずしくて美味しそうです！ 

続きましては、農薬散布です。 
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<ホウレンソウに使用した農薬> 

 

ランマン フロアブル 

作物 適用病害虫 希釈倍数 使用方法 使用時期 使用量 総使用回数 

ﾎｳﾚﾝｿｳ べと病 2000倍 散布 3日前 100～300L/10a 3回以内 

アファーム乳剤 

作物 適用病害虫 希釈倍数 使用方法 使用時期 使用量 総使用回数 

ﾎｳﾚﾝｿｳ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

ﾎｳﾚﾝｿｳｹﾅｶﾞｺﾅﾀﾞﾆ 2000倍 散布 3日前 100～300L/10a 2回以内 

今回は、スクール生のみで調製してみることにしました。 

 

「2000 倍に薄めて、動噴が 20L 入るから…」 

「10mL でいいですかね？」 

「そうですね」 

困惑することなくスムーズに段取りできました！ 
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頼もしいですね。 

 

 

慣れた様子でなかなかどうしてサマになっていますね♪ 

最後に自分の担当する圃場の除草作業をしました。 
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きれいに愛情を注いだ分だけ野菜はそれに応えてくれます。 

どんどん大きく生長する作物にみなさんワクワクしていました。 

いや、むしろ成長したのはスクール生かもしれませんね。 

 

【了】 黒木 大将 
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第８回講義 農家の生活 

１１月３日（土）、新規就農週末コース神戸、第８回目の講義を開催しました。場所はエースクール研修

室。 

講師は、毎度おなじみ山口社長です。 

さて、今回の講義ですが、スクール開講前の編成会議で、急きょ追加となった項目です。 

私（田中）や山口社長では、思いつかなかったテーマでした。 

編成会議に出席下さった新規就農者の方から、ふと「農家の生活って、どんなだろう？」「きっと、就農

前の方は知りたいと思いますよ～」って、ご提案があり採用となりました。 

「朝何時に起きて、夜何時まで働くのか？」 

「休日はあるのか？」 

「月曜日から・・毎週どんな事をしているのか？」 

など、言われてみると、知りたいですよね！！ 

さて。 

講義の内容ですが、山口社長の普段の生活をお話頂きまして、おおよそイメージは出来たのではない

でしょうか？ 

基本は「日の出～日没」。 

でも、意外？だったのは、「休日は、作物次第、工夫次第」というお話。 

要するに、休日を取りたいのだったら、そういう作物を選んで、作付計画を立てればいいという事です。 

だけど休むと、その分、売上は減るかも知れませんが・・・ 

でもでも、これも、工夫次第で、仲間や家族とシェアしていくというやり方もあります。 

結局、農業であろうと他の事業であろうと、「自営業」「経営者」という事なんですね。 

受講生からの質問で、「週末だけで農業って出来ますか？」という質問がありました。 

これも、結局「経営次第」という事です。 
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もしかしたら「週末起農」というスタイルも「あり」なのかもしれません。 

だけど、やはり一人で農業をするのは、キツイですかね。 

家族、仲間、地域・・・・エースクールの繋がり！？。。 

きっとこういうのって大事なんです。 

講義では、農作物の流通のお話も頂きました。 

う～ん。これも、経営次第。 

 

 

今回の講義、どうでしたでしょうか？ 

それにしても受講生のみなさんは、毎回、真剣に参加して下さって、とても嬉しく、励みになります。 

又、受講生のみなさんの質問や意見には、こちらが、本当に、勉強させて頂いてます。 

「週末起農」。。ふむふむ。 

田中康晃 
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第９回講義 新規就農事例１ 

１１月１０日（土）、新規就農週末コース神戸、第９回講義を行いました。 

今回の講師は、今年、神戸で就農された「浅川さん」です。 

今年就農されたばかりのまさに「リアル新規就農者」。 

受講生の皆さんにとって、とても身近に感じる事ができるのではないでしょうか？ 

さて。 

講義の内容ですが、まず、「何故、農業を志したのか？」というところから、「市民農園でのシミレーショ

ン」→「駅前講座」→「ドリームズファームでの研修」→「認定・農地取得」→「就農！」と、就農までのス

テップを、解説頂きました。 

その後、就農後、「実際はどうなの？」というお話。 

そのままお話頂いたのですが、皆さんは、どのように感じましたでしょうか？ 

正直、「厳しさ」も感じたと思います。 

でも、何より、浅川さんの、「この明るさ」は、どこからくるのでしょう。 

とても楽しく、親しみやすく、頼りになる「先輩」です。 

 

お話を聞いてて、「何をするにも目的を持って取り組んでいる」なあ、という事が凄く印象に残りました。 

たぶん、「ここ」が凄く大事で、「これ」が出来るかできないかで、きっと、数年後、凄い差になるのだろう

なあと。 

本日はありがとうございました。 

田中康晃 
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第１０回講義 新規就農事例２ 

１１月１７日（土）、新規就農週末コース神戸、第１０回講義を行いました。 

今回の講師は、今年、神戸で就農された「浅田さん」です。 

現在、５８歳。脱サラ就農です。 

あふれる研究心と行動力に、ただただ脱帽です。 

講義資料にはありませんでしたが、「浅田さん」に見せて頂いた「就農計画」の緻密さは、驚きのレベル

です。 

さて。 

講義の内容ですが、就農に至るまでの経緯、ステップ、就農後から現在までの状況などなど。 

決算！？も含め、ご説明頂きました。 

そんな中で、個人的に身にしみたのは、「新規就農者は無い無い尽くし」というお話。 

ほんと、そうなんです。 

普通！？の農家さんでしたら、普通にあるものが、新規就農者には、全く「ない」のです。クワも無けれ

ば、水もない、トイレもない、作業場もない、トラクターなんて当然ありません。「ない」ものをあげればき

りがありません。そんな中でも、消費者は、新規就農者でもなんでも、当然、同じ水準を求めます・・・・。 

なので、新規就農者は、まず、ベースが無いハンデを克服しなければなりません。だけど、一方で、農

業一筋の農家さんだとしたら、想像もできないような「発想」ができるかも知れません。違った経験、知

識、人脈もあるかもしれません。 

あと、もうひとつ、感じたのは、「仲間」の重要性。農業以外でももちろん大事なのですが、農業は殊更、

一人では何もできません。一緒に考え、一緒に行動して貰えるような「仲間」が大事・・というか「必須」

だなと、つくづく感じました。 

そのためにも、とにかく、まずは「一生懸命にやる」という事かな・・・。 

私も今年、会社（エースクール）ではありますが、新規就農をした端くれです。そんな時、浅田さん、浅

川さんがいて、もちろんドリームズファームの皆さんもいます。どれだけ心強いか分かりません。 

きっと、こういう「繋がり」を、みんなが、次に繋げて行く事が大事なんだろうね。 

エースクールも「一生懸命にやり」ます。 

田中康晃 
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第１２回 農場実習レポート 

１１月１８日（日）、新規就農週末コース神戸、第１２回農場実習を行いました。 

今回は、いよいよ、実習農場で栽培したホウレンソウの初収穫でした。 

まずはいつものように本日の実習の説明。収穫方法の説明。今回は、農場で根を切り落とします。 

 

各自の担当区画に入り、それぞれ収穫です。 
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今回、一人２ケースづつ収穫しました。 

 

すべて水洗いします。これが結構大変・・。 
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こんな感じに束にします。 

 

 

重さは約３２０ｇ。 
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実習生の作業の様子。 

 

完成！ 

 

今回は、こんな感じで計１２０束収穫しました。 

その後、袋に詰めて出荷しました～。 
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土産のニンジン！！奇麗です。 

 

研修後、エースクールの方で、ウィークデイに約２９０束、収穫ました。 

もうホウレンソウが待ったなしなんです。 

でも、まだ、畑には、半分くらい残ってますので、次回も頑張りましょう！ 

田中康晃 
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第１２回講義 農業経営計画の作り方 

１２月６日（土）、新規就農週末コース神戸、第１２回講義「農業経営計画の作り方」を行いました。 

本日の講師は私（田中）が担当させて頂きました。 

経営計画＝営農計画の事です。 

手順としては、 

自分の作りたい作物について、品目別に作付計画を並べる。 

  ↓ 

自分の農場に合わせて、農場別の作付計画を作る。 

  ↓ 

必要となる機械設備をあげる。減価償却高を算出する。 

  ↓ 

指標や実習での経験などに基づき、売上、経営費、労働時間を積み上げる。 

  ↓ 

労働時間に基づき、人員を算出する。 

  ↓ 

初年度～５年目まで、年度ごとに収支計算を行う。 

  ↓ 

１０カ年収支計画を作成する。 

おおよそこのような流れになると思います。 

と言われると難しそう・・・って、敬遠しがちになりますが、 

講義でもお話しましたが、あまり細かい事は気にしないで進めるのが良いかも知れません。 

数字は大事ですが、数字ばかり追いかける農業というのも、人によっては楽しくないですよね（笑）。 

数字好きな人はどんどん詰めて下さい。 

個人であれ会社であれ、独立して農業を始めるという事は「経営者」になるという事ではないでしょうか。 

大きな流れ、方向性は確認しつつ、皆さんが最初に「農業を始めてみたい」と考えるようになった、その

気持ちを一番大事にして下さいね。 

田中康晃 
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第１６回 農場実習レポート 

１２月９日（日）、新規就農週末コース神戸、第１６回の農場実習を開催しました。 

当日、冷え込みが厳しく、露地での作業は大変だな～と思ってたら、ハウス内での実習となりました。 

良かったですね～。 

今回は、ハウス内で、トマトの定植作業と支柱設置作業を行いました。 

まずは、マルチに穴をあけます。 

これが地味にキツイのです・・・。 

 

トマトの花芽を手前（通路側）に向けて、定植していきます。これによりトマトへの日当たり向上だけでは

なく、作業性の向上もはかれます。だけど見分けが難しかったですね。 
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定植作業。 

 

完成！ 

 

今度は支柱立て。これも本数が多く大変な作業です。 
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きれいに立てる事ができました！？中々まっすぐ立てるのは難しいのです。 

 

作業そのものは慣れれば出来るようになりますが、作業スピードやバラつきを少なくしようとすると熟練

が必要になります。 

加えて規模が大きい場合、肉体的にもかなりキツイものとなります。 

こういった地道な作業があって、初めて「おいしいトマト」が出来るという事！ 

店頭では、こんな作業想像できませんよね。 

お疲れ様でした。 

田中康晃 
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第１４回講義 農業経営の実際２ 

平成２４年１２月２２日(土)に第１４回農業スクール講義が行われました。 

今回はなんと豊岡から農業生産法人㈱Teams さんがわざわざ神戸まで足を運んでいただきました。 

同じ兵庫県ですが北と南なので行くのに３時間はかかります。 

座談交流会という形で意見を交換しあって交流を深め合いました。 

１２月初めに視察でお邪魔したときは 

まだ雪が降る前だったのですが、そのあとすぐに白く染まったようです。 

雪のふる地域での農業はどういうものなのでしょうか？ 

（神戸市はまったく雪が降らないんです） 

Teams さんの育てている野菜のおおきな特徴は 

「無農薬栽培」で「有機栽培」だそうで 

とくに無農薬には徹底しているそうです。 

虫との戦いは特に難儀するそうです。 

 

http://rakunouya.com/


Ｈ２４年度兵庫県新規就農促進モデルファーム設置事業 

 

新規就農週末コース神戸  89 

 

一番印象に残ったのがモノの売り方で 

単純に野菜を作って売るのではなく 

野菜を作る過程から売るところまでパッケージ化して売るということです。 

Teams さんはフェイスブックで画像つきで逐一作業報告を公開していて 

それが消費者の関心を高めて付加価値をつけています。 

また売るときも実際に現場に赴いて直に消費者に触れ合うこともしています。 

私は、この話を聞いて 

「モノ」を売る時代は終わり、 

栽培から販売まで川上から川下まですべて含んだ一連の 

「コト」を売る時代が始まった 

のではないでしょうか…（と独りごちる） 

Teams さん、貴重な講義本当にありがとうございます。 

【了】黒木 大将 
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第１３回講義 農業経営の実際１ 

レポートが遅れまして、楽しみにしていた方（笑）、申し訳ありません。 

１２月１５日（土）、新規就農週末コース神戸、講義経営編第１３回「農業経営の実際１」を開催しまし

た。 

講師はドリームズファームの山口さん。 

今回の講義では、まさに「農業経営の実際」という事で、農場実習で栽培したホウレンソウ」について、

種代、肥料代、ほか経費から、出荷数量、売上金額（まだ未確定なので、予測含む）まで、収支を明ら

かにしようという事で、講義を頂きました。 

今回の実習では、栽培面積は約１６０㎡、その中で、施肥、播種、管理、防除、収穫、出荷と一連の作

業を行ってきました。 

９月に播種して１１月に出荷。およそ３カ月です。 

出荷量は、合計約７００束。 

束およそ３００ｇなので、２１００ｋｇとなりました。 

確かに、経営として、雇用労務費を考えると厳しい数字ではあります。 

でも、私個人的には、上々だったのではないかなと感じてました。 

実は、内面、出荷できるのか心配でしたから（笑）。 

立派なホウレンソウが出来て、出荷できて、買って下さる方がいて、こんなに嬉しい事はありません。 

これから何作、何年もかけて、改善していきたいと思います。 

田中 
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第１７回 農業実習レポート 

１２月１６日（日）、新規就農週末コース神戸、第１７回農業実習を行いました。 

今回の実習は、ハウス内でのトマトの誘引作業です。 

誘引作業は、成長したトマトが、きちんと上へ伸びていくように、トマトの茎にひもを付け、上に誘引して

あげる作業です。うまい言葉が・・・、やはり誘引。 

 

トマトの茎に結んだひもを、上の支柱となる鉄線に、ひとつひとつ結んであげます。これが、また大変な

作業でして、しゃがんで茎にひもを結んで、立ち上がって支柱に結ぶ。基本は、これの繰り返しです。た

だ、本数が半端ではない数なので、まさにスクワット状態。。 

 

このようになります。↑ 

実習生の皆さま。お疲れ様でした。 
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農業って、一言で言いますが、作る作物によって、全く違いますね。 

とても、ひとくくりに「農業」って、言えないですね。 

今回の実習もそうですが、色々な作物を経験されて、自分にあったものを見つけて下さいね。 

こちらは、いちじく↓ 少しだけ視察させて頂きました。エースクールもいちじく栽培計画中。穂木を頂け

るようにお話を頂いてます。 

 

 

田中康晃 
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第１９回 農業実習レポート 

１２月２４日（月）、新規就農週末コース神戸、第１９回農業実習を開催しました。 

露地の実習農場にあるキャベツ、ブロッコリは、もう少しなんですね。年明けは出荷できると思いま

す！！ 

という事で、今回もトマト実習となりました。 

今回は、葉かきとか、摘葉とか呼ばれる作業です。 

要するに、トマトの下の方の葉を取って、日当たりや風通しを良くしてあげます。 

  

作業前は、こんな感じ。こんもりしてます。 

 

下の方の葉を３～４枚取って、少しスッキリしてきてます。取った葉っぱは、農場に残さず、必ず、破棄

する事。残しておくと、そこからカビなどが発生して、病気の原因になるとの事です。注意。 
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最後、こんな感じになりました。 

 

元気に育って下さいね。 

さて。今回で、年内の実習は終了しました。 

実習生の皆さま、いかがでしたでしょうか？ 
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トマト、キャベツ、ブロッコリ、ニンジン、ホウレンソウ、豊岡の農業、いろいろな経験をされたと思います。 

農業といっても、作物や地域によってもこんなに違うものかと、驚かれたかもしれません。 

また、年明け、いろいろ行きましょうね。淡路でも行きましょうか。 

年末年始、ごゆっくりと静養（笑）されて、また年明け、頑張りましょう！！ 

年明けは１月５日（土）、１３：００より、講義となります。 

それでは、よいお年を！ 

田中康晃 
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第１５回講義 関係法規・手続き 

新年、あけましておめでとうございます。 

さて、新年初日。 

１月５日、新規就農週末コース神戸、第１５回講義を開催しました。 

今回は、関係法規・手続きという事で、新規就農の際に関係してくる法律について、講義させて頂きま

した。 

講師は、私（田中）が担当しました。 

新年早々、法律の話でしたので、なるべく堅苦しいお話にいならないように心がけましたが、いかがで

したでしょうか。 

というか、私自身、年末年始で緩みきった脳みそを戻すのに大変でして。。。。 

それでも、最低限、知っておいた方がいいかなと思う事はお話をさせて頂いたつもり？です。 

農業を始めるには、農地が必要になります。 

つまり「農地を借りたり、買ったり」という事になろうかと思います。 

法手続きでいいますと「農地法３条の許可を得て、農地を借りたり買ったりする事」という事になります。 

これ、王道ですね。 

ただ、講義では「それ以外にも、４つの方法がありますよ」って、お話をしました。 

実は、道は一つではなく、いろいろあります。 

又、許可を得るための条件というか要件は、その解釈には、かなり幅があるという事だけ、重ねてお伝

えしておきます。 

確かに、下限面積のように絶対必要というラインもありますが、この辺は講義でお話しましたね。 

なので、とにかく「あきらめないで」。 

これを伝えたかったので、ブログで補足しておきます。 

田中康晃 
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第２０回農場実習レポート 

１月６日（日）、新規就農週末コース神戸、第２０回農場実習を行いました。 

今朝は、かなり冷え込みました。 

露地実習農場では、ご覧のように霜と氷。土もガチガチに凍ってました。 

 

 

という事で、午前中は、実習農場に入る事ができず、いつものようにトマトハウスにて。 

今日の作業は「葉かき」。もう実習生もだいぶ慣れました。 
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「葉かき前」 

 

「葉かき後」 

 

午後からは、だいぶ気温もあがってきましたので、露地畑にて、ニンジンの収穫です。 
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ご夫婦仲良く 

 

収穫作業頑張れ！！＠実習生↓ 

大量！！ 

 

今日のお土産。来週は、出荷するよ！！ 
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トマトの花。奇麗に咲いていたのでパチリ 

 

田中康晃 
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第１６回講義 農業法人 

１月１２日（土）新規就農週末コース神戸、第１６回講義「農業法人」を開催しました。 

今回、講師は私（田中）が担当させて頂きました。 

受講生の皆さんは、お話を聞くと、殆どが個人での就農を考えておられましたが・・・ 

今日のお話では、法人のメリット、デメリットを中心に、合同会社エースクールの事例を交えて、お話を

させて頂きました。 

講義でもお話をしましたが、今は、便利な世の中で、法人を作るのはとても簡単です。 

資本金も１円で出来ますし、登録免許税も６万円～、最短で１日で作れる事をお話しました。 

最低限、敷居は高くないのは、ご理解頂けたと思います。 

法人にすると「こういう方法がある」「ああいう方法がある」というのも、お伝えしたと思います。 

法人というのは、要するに目的を達成するための「手段」の一つですので、就農あたっても検討の一つ

に入れて頂ければと思います。 

お聞きするのを忘れましたが、講義後、どのようなお考えになりましたでしょうか？ 

少なくとも検討材料にはなったでしょうか？ 

本日は、お疲れ様でした。 

明日は、黒木君です。宜しく。 

田中康晃 
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第２１回 農場実習レポート 

１月１３日（日）に行われた第２１回農場実習の報告をさせていただきます。 

新規就農週末コース 神戸会場 

日時： １月１３日（日） 

場所： ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ･ﾌｧｰﾑ農場 

内容： 第２１回農場実習「ブロッコリー収穫等」 

神戸は六甲山の影響もありまして雪はなかなか降りませんが 

（筆者の出身の鹿児島のほうがよく雪が降ります笑） 

それでも朝は厳しい寒さです。 

先週もブロッコリーを収穫しましたが生長が寒さで鈍化していまして 

収量は少しでした。 

本日はどうでしょうか？ 

 

スクール生は慣れた様子でそれぞれ 

葉を切り取る調製担当・袋づめの担当・バッグシーラーで閉じる担当 

と分業して能率アップです！ 
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ブロッコリーの袋詰め 

 

シール 

 

完成です！ 
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本日は合計 ５６個 出荷いたします。 

その後の彼らの様子をアップする予定です。 

楽しみにしてくださいね。 

 

Shall we dance? 

【了】黒木 大将 
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第２２回 農場実習レポート 

１月１４日（月祝）、新規就農週末コース神戸、第２２回農場実習を行いました。 

あいにくの天候が続く中、今回は、午前中ハウストマトの手入れ、午後からは雨が上がったので、ニン

ジンの収穫を行いました。 

トマトの葉かき、わき目とり作業です。地味な作業ですが、みなさん頑張ってます。 

 

ご覧のように水が溜まり、足元ドロドロの中、ニンジンの収穫です。 

こちら、規格品は学校給食、規格外は直売所で販売します。 
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ニンジン直売所 

 

昨日収穫したブロッコリ５６個、直売所へ出荷しました。 
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第１７回講義 助成金・労務管理 

１月１９日（土）、新規就農週末コース神戸、第１７講義を行いました。 

今回は「助成金・労務管理」、講師は、京都の社会保険労務士橋本先生です。 

橋本先生は、社会保険労務士の傍ら、家業の集荷業を営み、農業・野菜に詳しい労務士さんです。 

京都府の６次化プランナーでもあります。 

さて。 

今回は、「助成金・労務管理」という事で、お話を頂きました。 

雇用保険のお話、労務管理のお話、助成金、雇用、労災など、幅広くお話を頂きました。 

雇用に関する助成金制度は、様々あります。 

農業を始める際にも活用できる助成金もあります。 

そのほか、法人にした場合のメリット、デメリット。 

社会保険や年金など、色々な事に関係してきます。 

受講生のみなさんは、個人で就農を考えておられる方がほとんどですが、とにかくアンテナを広くはっ

て、色々な可能性を検討してみて下さい。 

本日はお疲れ様でした。 
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第２３回 農場実習レポート 

１月２０日（日）、新規就農週末コース神戸、第２３回農場実習を行いました。 

今回は、ニンジンの収穫、ブロッコリーの収穫、トマトの葉かき、芽かきを行いました。 

同じような作業が続きますが、これも農業の現実かもしれません。 

丹念に繰り返し作業を行う中で、作業も熟練され、スピードも仕上がりの綺麗さも向上していきます。 

農業を経営として見たとき、以前に講義してきましたように、経費の殆どは人件費です。 

作業スピードアップは、そのまま人件費に直結します。 

農業にとっては、実は、とても大事な事なんですね。 

でも、もしかしたら、ベテラン農家さんになればなるほど、このあたりは無意識になっているのかもしれ

ません。われわれ、新規就農者だからこそ、しっかりと意識して取り組んでいきたいものですね。 

受講生のみなさんも、見てますと、格段にスピードも上がり、仕上がりも綺麗になってきてます。 

私も負けてられません。。 

この量、見て下さい！！ 

 

  

http://aschool.info/blog/wp-content/uploads/3e2e119edadad23bd1b8c77ac30b10b7.jpg
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本日、ブロッコリ７５個、直売所へ出荷しました。 

 

売れ行き上々ですよ～。 
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第１８回講義 農作物の流通販売 

１月２６日（土）、新規就農週末コース神戸、第１８回講義「農作物の流通販売」を開催しました。 

今回も講師は、橋本先生。 

橋本先生は、京都の上鳥羽で京野菜を扱う集荷業、昨年からは京都大丸マルシェで野菜の販売をさ

れている、いわば「野菜の達人」！？です。 

まずは、こちらは、お手製の京野菜イラスト。 

 

 

京野菜の現状、市場流通のお話、マルシェのお話、シェフとのやりとり等、今後、農業を始めるに際し

て、実に興味深いお話でした。 

いかに販売するか？ 

色々なルートがある中、それぞれの特徴、メリットデメリットを比較して、その時々に応じて、使い分けて

行けるようになれば、最強なのかもしれません。 
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「割れているキャベツの方が中身が詰まっているんです」 

こういうお話。消費者は知りません。 

「消費者は情報に飢えているんです」 

という事。 

ポップの例、お客様の足を止める方法、あずきのお話、並べ方。。などなど 

販売の工夫の余地はまだまだありそうですね。 
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第１９回講義 就農計画の作成１ 

２月２日（土）、新規就農週末コース神戸、第１９回講義「就農計画の作成１」を開催しました。 

講師は、私（田中）が担当させて頂きました。 

いよいよ講義も残すところ今回を含めて２回となりました。 

残り２回で、受講生の皆様の「就農計画」を、一緒に作成していきます。 

より実践的なのが良いと思いますので、単なる計画ではなく「認定就農者」となれるような計画を目指し

ます。 

本日は、認定就農者制度の説明、兵庫県の指針、認定を得るための手続きなどのお話の後、 

実際に受講生のみなさんに、手を動かして頂いて、白紙の用紙フォーマットに案を作成して頂きまし

た。 

今回の受講生のみなさんの間では、ネギブームが来てまして、ネギを計画に盛り込む方が殆どでし

た。 

ネギは、栽培面積に比較して、数字上では、結構、売上数字が出るのですよね・・・。 

私も改めて、色々な指標を見直して、「こんなに出るのか～」って、感心してました。 

昨年の実習では、ネギを扱いました。 

確かに、表面上の数字はそんなに悪くなかったと思います。 

ただ、作業は、それなりにあったと記憶してます。 

コツコツと洗浄して、１本づつ葉をむしり、丹念に仕上げていきます。 

収穫後の作業ですね。 

この辺を効率よく、うまく販売できれば、確かに面白い作物なのかな～って、私も思います。 

重量も軽いですしね。 

エースクールでは、春以降の実習作物は凡そ決まりました。 

ネギも入ってます。 

あとは実習以外のいわゆる「エースクール農業経営」にあたる部分の作物が決まってません。 

３０a あります。 

何にするか、私もみなさんと一緒に計画していきます（笑） 

田中康晃 
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第２５回 農場実習レポート 

２月３日、新規就農週末コース神戸、農場実習を開催しました。 

今回は、実習作物ブロッコリーの収穫と袋詰め、出荷作業。午後からは、トマトの葉かき、わき芽取りを

行いました。 

そして、最後に、収穫したブロッコリを、実習生とともに直売所へ持参しました。 

値段の決め方、バーコード貼り、陳列など、一連の流れを見学して頂きました。 

いよいよ大詰め。 

 

 

 

田中康晃 
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第２０回講義 「就農計画の作成２」 

２月９日、新規就農週末コース神戸、第２０回講義を行いました。 

さあ。いよいよ、今回で最後の講義となりました。 

これまでの総まとめとして、今回は、受講生の皆さんの「就農計画」を作成していきました。 

作付計画の作り方、指標データの使い方、収支の出し方など、おおむねご理解頂けたのではないでし

ょうか？ 

今回、お一人づつ、計画を見させて頂きました。 

すごく前向きで、こちらも楽しくなります。 

あとは実践して実証していければ、就農準備としては、ほぼパーフェクト！？ではないでしょうか？ 

なので、春以降、皆さんと一緒に、実証実験していきたいと思います。 

農場は準備してます。 

ネギ頑張りましょう！！ 

田中康晃 
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第２６回 農場実習レポート 

２月１０日、新規就農週末コース神戸、農場実習を開催しました。 

午前中は、今回の研修で初となる「メロン」の播種を行いました。 

一苗に一つの実しか取らないという大変貴重な「メロン」。 

楽しみですね。 

あと、午後からは、翌日の直売所販売自習に向けて出荷作物の収穫です。 

またまたブロッコリですが、今回、大きなものがたくさんあって、合計２０８個。 

キャベツも大きなものから２９個収穫しました。 

そして実習生が考えた新商品「ブロッコリの袋詰め２７個」 

さあ。販売が楽しみです。 
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第２７回 農場実習レポート 

２月１１日、新規就農週末コース神戸、農場実習（販売実習）を行いました。 

場所は、神戸市須磨区の直売所「ナナファーム様」。 

さあ。いよいよ販売です。 

昨日収穫し、袋詰めした商品が並びます。 

ポップは実習生のお手製！！ 

第１８回「農作物の流通販売」の講義で、先生から教えて頂いた秘策に基づき作成してます。 

素晴らしいですね。 

結果はいかに。。。。。 

午前中はボツボツと出足が遅い感じでしたが、お昼前後に賑わいを見せ、実習生作成の「試食」も登

場！！いい具合に売れて行きました。 

新商品「ブロッコリの袋詰め」評判上々で、当日完売！！ 

持参した「キャベツ」も数量は多くなかったですが、当日完売！！ 

主力の「ブロッコリ」はやや苦戦。少し残ってしまいました。 

結果は 

キャベツ２３個完売 

ブロッコリ５１個（残り３３） 

売上・・・・・秘密 

田中康晃 
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第２８回 農場実習レポート 

２月１６日（土）、新規就農週末コース神戸、農場実習を行いました。 

さあ。早いもので、今回が最後の実習となりました。９月からスタートして約半年間。受講生の皆さま、

スタッフの皆さま、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

実習いかがでしたでしょうか。 

半年で駆け足ではありましたが、播種～出荷販売まで、なんとか一通りの実習は行う事ができました。

作物も立派に成長し、まずまずの販売成績になりました。 

単調な作業や、キツイ作業もあり、大変だったと思います。 

ゆっくり静養して下さい。 

という事で、今回「トン汁＆実習生お手製パスタ＆生搾りジュース大会」を開催！！ 

どれも凄く美味しかったです。こういのいいですね。 

一連の実習はこれで一応終了となりますが、皆さまの熱意におされ「プレファーマーズ倶楽部」開始し

ます！！ 

今後、第一期生農場を準備しますので、そこで、おおいに野菜作りをしましょう！！ 

まずは、来週日曜日、キャベツの出荷、よろしくお願いします（笑） 

今後も、末永くお付き合い宜しくお願いします。 
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Ｈ２４年度新規就農週末コース修了式 

２月１７日、新規就農週末コース神戸、修了式を行いました。 

９月よりスタートして、早いもので半年が過ぎ、全過程を修了致しました。 

区切りとして、これまでの実習作物の販売状況を速報値としてお伝えしました。 

残念ながらニンジンは、全く収穫できず販売に寄与できませんでしたが、それでも「ホウレンソウ」「ブロ

ッコリ」「キャベツ」は大変立派なものが出来、又年末年始の野菜価格の高騰もあり、ニンジン分をカバ

ーするだけの販売数字は、あげる事ができたと思います。ビギナーズラックですね。 

さて。平日はお仕事、週末は農業研修と、受講生の皆さまも大変多忙で充実？した半年をお過ごし頂

いた事と思います。私も、皆さんと同様、大変、充実した半年を過ごさせて頂きました（笑）。 

私は少しだけ休暇を頂こうかなと思ってましたが、皆さん、まだまだ物足りないのか、来週以降も農場

に来て頂けるとの事。なので、「修了式」というか「これからも宜しく式」という事で、引き続きお付き合い

の程、よろしくお願いします。 

さて。 

来週は、キャベツの収穫を行います！！ 

２４日（日）１０時農場にて。 

これからも楽しく、苦しく、色々な事にチャレンジしていきましょう！！ 

プレファーマーズ倶楽部スタートです。 

田中康晃 
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受講生アンケート結果 
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ＨＰ  http://aschool.info     メール info@aschool.info 

電話  ０７８－９４５－６５９４   FAX  ０７８－９４５－６５８７ 

＊Ｈ２５年度新規就農週末コース神戸  参加者募集中！！   エースクール 農業塾 で検索。 

 

 

尚、誠に恐れ入りますが、本資料の無断コピー、無断転載を禁止致します。ご活用をお考えの際は、

必ず事前に当社まで、ご連絡をお願いします。（掲載目的、内容などにより、ご承諾致しかねる場合も

ございます。予めご了承ください） 
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