
令和３年度講師の実務経験一覧（全体）
講師 時間講師

科目 学年 時間 講師 実務経験 科目 学年 時間 講師 実務経験
アグリビジネス論Ⅰ 養成科１年 15 産地育成 養成科２年 15 ＪＡ山梨中央会 ＪＡ指導業務等
アグリビジネス論Ⅱ 養成科２年 15 起業理念 専攻科１年 30 入倉 情報システムサポート業
（卒業論文） 養成科２年 (9) 農産物加工 養成科１年 15
アグリビジネス論専ⅠA 専攻科１年 33 食品衛生 養成科２年 15
アグリビジネス論専Ⅱ 専攻科２年 60 情報処理論Ⅰ 養成科１年 30
ビジネスプランA 専攻科２年 42 情報処理論Ⅱ 養成科２年 30
ビジネスプランD 専攻科２年 3 アグリビジネス論専ⅠB 専攻科１年 12
マーケティングA 専攻科１年 36 ビジネスプランD 専攻科２年 60
農産物流通販売 専攻科１年 30 農産物加工実習 養成科２年 30 向井 栄養士
農業経営分析 専攻科２年 30 農業法規専Ⅰ 専攻科１年 15 山本 元総合農業試験場⻑
販売促進A 専攻科２年 42 （野菜）
生物実験 養成科１年 30 英語 養成科１年 15
環境保全型農業専Ⅰ 専攻科１年 15 英語 養成科２年 15
植物増殖Ⅰ 専攻科１年 30 農業マーケティング 養成科２年 15
果樹栽培各論Ⅰ 専攻科２年 45 農業法規 養成科２年 15
醸造用ブドウ栽培論Ⅱ 専攻科２年 30 土壌肥料専Ⅱ 専攻科２年 30
果樹栽培各論Ⅱ 専攻科２年 45 ＊特別講義 専攻科１年 (9)
先端技術実習Ⅱ 専攻科２年 15 ＊特別講義 専攻科２年 (9)
植物増殖Ⅱ 専攻科２年 30 醸造用ブドウ栽培論（１） 専攻科１年 15
作物栽培 養成科１年 15 流通販売研修(事前研修) 養成科１年 6
生物 養成科１年 15 363
病害虫Ⅰ 養成科１年 15
施設園芸 養成科２年 15 内部講師
植物生理 養成科２年 15 科目 学年 時間 講師 実務経験
農業施策 養成科２年 15 数学Ⅰ 養成科１年 30
（病害虫Ⅱ(園芸)） 養成科２年 (15) 体育 養成科１年 30
（専攻栽培Ⅱ(野菜)) 養成科２年 (30) 数学Ⅱ 養成科２年 15
（卒業論文） 養成科２年 (60) 体育 養成科２年 30
環境保全型農業専Ⅱ 専攻科２年 15 簿記Ⅰ 養成科１年 30
化学Ⅰ 養成科１年 30 社会学Ⅱ 養成科２年 15
土壌肥料 養成科１年 15 簿記Ⅱ 養成科２年 30
土壌実験 養成科１年 30 マーケティング 専攻科１年 24
環境保全型農業 養成科１年 15 数学 専攻科１年 30
化学Ⅱ 養成科２年 30 地域先進技術Ⅰ 専攻科１年 30
土壌肥料専Ⅰ 専攻科１年 30 社会学専 専攻科２年 15
植物成⻑調節 専攻科１年 30 ビジネスプラン 専攻科２年 90
新品種特性 専攻科１年 15 地域先進技術Ⅱ 専攻科２年 30
病害虫防除Ⅰ 専攻科１年 30 販売促進Ｂ 専攻科２年 18
農業法規専Ⅱ 専攻科２年 15 農業機械 養成科１年 15
病害虫防除Ⅱ 専攻科２年 30 農業機械(実習) 養成科１年 90
農業経営 養成科１年 15 共通実習(果樹) 養成科１年 390
専攻栽培Ⅱ(果樹) 養成科２年 30 専門実習Ⅰ(果樹) 養成科１年 240
国際農業と食料 養成科２年 15 専門実習Ⅱ(果樹) 養成科２年 180
病害虫Ⅱ(果樹) 養成科２年 15 果樹栽培 養成科１年 30
農業施策専 専攻科１年 15 卒業論文(果樹) 養成科２年 270
果樹栽培概論 専攻科１年 45 (共通実習(野菜)) 養成科１年 (390)
法人経営論 専攻科１年 30 (専門実習Ⅰ(野菜)) 養成科１年 (240)
農産物流通 養成科１年 15 (専門実習Ⅱ(野菜)) 養成科２年 (180)
社会学Ⅰ 養成科１年 15 (野菜栽培) 養成科１年 (30)
文章表現 養成科２年 15 (卒業論文(野菜)) 養成科２年 (270)
（専攻栽培Ⅱ(花き)) 養成科２年 (30) (共通実習(花き)) 養成科１年 (390)
植物栄養生理 専攻科１年 30 (専門実習Ⅰ(花き)) 養成科１年 (240)
果樹栽培各論Ⅲ 専攻科２年 45 (専門実習Ⅱ(花き)) 養成科２年 (180)

1206 (花き栽培) 養成科１年 (30)
(卒業論文(花き)) 養成科２年 (270)

派遣研修等 1632
科目 学年 時間 講師 実務経験 兼務講師

流通販売研修 養成科1年 54 研修先 流通販売業者 醸造用ブドウ栽培論 専攻科１年 15
先進農業研修 養成科２年 30 研修先 農業関係機関等 先端技術実習（１） 専攻科１年 390
先進農業派遣研修 養成科2年 330 研修先 農業法人等 先端技術実習（２） 専攻科２年 330
農業生産法人派遣研修 専攻科1年 270 研修先 農業法人等 735
異業種派遣研修 専攻科2年 180 研修先 流通業者・農業法人等

864 計 4800 時間
()内科目・時間は分野別に分かれて実施しており、合計には含まれない。

窪川
元総合農業技術センター副所⻑
（バイテク、果樹、栄養生理）

若尾 英語塾講師

渡辺 元研究員（土壌肥料）

猪股 元果樹試験場⻑（果樹）
伊東 山梨学院大学教授

小牧 ソムリエ

横内
元農業大学校校⻑
元専門技術員（普及方法）

遠藤
工学博士、山梨県食品技術
研究会顧問

ｼｽﾃﾑｲﾝﾅｶｺﾞﾐ
剣持

パソコン教室講師

玉川
フードコーディネーターほ
か

小林 元専門技術員（農業経営）

研究員 果試研究員

 （＊特別講義はカリュキュラム外で実施）

大木

渡邉

原田 普及指導員

玉井 普及指導員

横内 普及指導員

小澤 普及指導員

元農業大学校校⻑

深澤 元農業系⾼校校⻑

加藤

若林 元農業系⾼校校⻑

花形
元総合農業技術センター副所⻑
元専門技術員（土壌･作物）

赤池
元総合農業技術センター副所⻑
元専門技術員（野菜･病害虫）

古屋
元果樹試験場⻑（果樹･土壌・栄
養生理）



令和３年度講師の実務経験一覧（養成科）
講師 内部講師

科目 学年 時間 講師 実務経験 科目 学年 時間 講師 実務経験
アグリビジネス論Ⅰ 養成科１年 15 数学Ⅰ 養成科１年 30
アグリビジネス論Ⅱ 養成科２年 15 体育 養成科１年 30
（卒業論文） 養成科２年 (9) 数学Ⅱ 養成科２年 15

生物工学実験 養成科１年 30 窪川
元総合農業技術センター副所⻑
（バイテク、果樹、栄養生理）

体育 養成科２年 30

作物栽培 養成科１年 15 簿記Ⅰ 養成科１年 30
生物 養成科１年 15 社会学Ⅱ 養成科２年 15
病害虫Ⅰ 養成科１年 15 簿記Ⅱ 養成科２年 30
施設園芸 養成科２年 15 農業機械 養成科１年 15
植物生理 養成科２年 15 農業機械(実習) 養成科１年 90
農業施策 養成科２年 15 共通実習(果樹) 養成科１年 390
（病害虫Ⅱ(園芸)） 養成科２年 (15) 専門実習Ⅰ(果樹) 養成科１年 240
（専攻栽培Ⅱ(野菜)) 養成科２年 (30) 専門実習Ⅱ(果樹) 養成科２年 180
（卒業論文） 養成科２年 (60) 果樹栽培 養成科１年 30
化学Ⅰ 養成科１年 30 卒業論文(果樹) 養成科２年 270
土壌肥料 養成科１年 15 (共通実習(野菜)) 養成科１年 (390)
土壌実験 養成科１年 30 (専門実習Ⅰ(野菜)) 養成科１年 (240)
環境保全型農業 養成科１年 15 (専門実習Ⅱ(野菜)) 養成科２年 (180)
化学Ⅱ 養成科２年 30 (野菜栽培) 養成科１年 (30)
農業経営 養成科１年 15 (卒業論文(野菜)) 養成科２年 (270)
専攻栽培Ⅱ(果樹) 養成科２年 30 (共通実習(花き)) 養成科１年 (390)
国際農業と食料 養成科２年 15 (専門実習Ⅰ(花き)) 養成科１年 (240)
病害虫Ⅱ(果樹) 養成科２年 15 (専門実習Ⅱ(花き)) 養成科２年 (180)
農産物流通 養成科１年 15 (花き栽培) 養成科１年 (30)
社会学Ⅰ 養成科１年 15 (卒業論文(花き)) 養成科２年 (270)
文章表現 養成科２年 15 1395
（専攻栽培Ⅱ(花き)) 養成科２年 (30)

390 派遣研修等
時間講師 科目 学年 時間 講師 実務経験

科目 学年 時間 講師 実務経験 流通販売研修 養成科1年 54 研修先 流通販売業者
産地育成 養成科２年 15  ＪＡ山梨中央会 ＪＡ指導業務等 先進農業研修 養成科２年 30 研修先 農業関係機関等

農産物加工 養成科１年 15 先進農業派遣研修 養成科2年 330 研修先 農業法人等

食品衛生 養成科２年 15 414
情報処理論Ⅰ 養成科１年 30
情報処理論Ⅱ 養成科２年 30 養成科 計 2400 時間
農産物加工実習 養成科２年 30 向井 栄養士 内実務経験者 2295 時間
英語 養成科１年 15 ()内科目・時間は分野別に分かれて実施しており、合計には含まれない。
英語 養成科２年 15
農業マーケティング 養成科２年 15
農業法規 養成科２年 15
流通販売研修(事前研修) 養成科１年 6 小牧 ソムリエ

201

元農業系⾼校校⻑

加藤 元農業大学校校⻑

普及指導員

横内 普及指導員

小澤 普及指導員

渡邉

普及指導員

若尾 英語塾講師

赤池
元総合農業技術センター副所⻑
元専門技術員（野菜･病害虫）

玉井

花形
元総合農業技術センター副所⻑
元専門技術員（土壌･作物）

横内
元農業大学校校⻑
元専門技術員（普及方法）

原田

大木

若林

渡辺 元研究員（土壌肥料）

深澤 元農業系⾼校校⻑

遠藤
工学博士、山梨県食品技術研究会
顧問

ｼｽﾃﾑｲﾝﾅｶｺﾞﾐ
剣持

パソコン教室講師



令和３年度講師の実務経験一覧（専攻科）
講師 時間講師

科目 学年 時間 講師 実務経験 科目 学年 時間 講師 実務経験

アグリビジネス論専ⅠA 専攻科１年 33 起業理念 専攻科１年 30 入倉 情報ｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ業
アグリビジネス論専Ⅱ 専攻科２年 60 アグリビジネス論専ⅠB 専攻科１年 12
ビジネスプランA 専攻科２年 42 ビジネスプランD 専攻科２年 60
ビジネスプランD 専攻科２年 3 農業法規専Ⅰ 専攻科１年 15 山本 元総合農業試験場⻑
マーケティングA 専攻科１年 36 （野菜）
農産物流通販売 専攻科１年 30 土壌肥料専Ⅱ 専攻科２年 30 渡辺 元研究員（土壌肥料）
農業経営分析 専攻科２年 30 ＊特別講義 専攻科１年 (9)
販売促進A 専攻科２年 42 ＊特別講義 専攻科２年 (9)

環境保全型農業専Ⅰ 専攻科１年 15 窪川
元総合農業技術センター副所⻑
（バイテク、果樹、栄養生理）

醸造用ブドウ栽培論（１） 専攻科１年 15 小牧 ソムリエ

植物増殖Ⅰ 専攻科１年 30 162
果樹栽培各論Ⅰ 専攻科２年 45 内部講師
醸造用ブドウ栽培論Ⅱ 専攻科２年 30 科目 学年 時間 講師 実務経験
果樹栽培各論Ⅱ 専攻科２年 45 マーケティング 専攻科１年 24 加藤 元農業大学校校⻑
先端技術実習Ⅱ 専攻科２年 15 数学 専攻科１年 30
植物増殖Ⅱ 専攻科２年 30 地域先進技術Ⅰ 専攻科１年 30

環境保全型農業専Ⅱ 専攻科２年 15 赤池
元総合農業技術センター副所⻑
元専門技術員（野菜･病害虫）

社会学専 専攻科２年 15

土壌肥料専Ⅰ 専攻科１年 30 花形 元総合農業技術センター副所⻑ ビジネスプラン 専攻科２年 90
植物成⻑調節 専攻科１年 30 地域先進技術Ⅱ 専攻科２年 30
新品種特性 専攻科１年 15 販売促進Ｂ 専攻科２年 18
病害虫防除Ⅰ 専攻科１年 30 237
農業法規専Ⅱ 専攻科２年 15 兼務講師
病害虫防除Ⅱ 専攻科２年 30 科目 学年 時間 講師 実務経験
農業施策専 専攻科１年 15 醸造用ブドウ栽培論 専攻科１年 15
果樹栽培概論 専攻科１年 45 先端技術実習（１） 専攻科１年 390
法人経営論 専攻科１年 30 先端技術実習（２） 専攻科２年 330
植物栄養生理 専攻科１年 30 735
果樹栽培各論Ⅲ 専攻科２年 45 派遣研修等

816 科目 学年 時間 講師 実務経験
農業生産法人派遣研修 専攻科1年 270 研修先 農業法人等
異業種派遣研修 専攻科2年 180 研修先 流通業者・農業法人等

450

専攻科  計 2400 時間
実務経験者 2400 時間

深澤 元農業系⾼校校⻑

研究員 果試研究員

 （＊特別講義はカリュキュラム外で実施）

若林 元農業系⾼校校⻑

玉川
フードコーディネー
ターほか

伊東 山梨学院大学教授

元農業大学校校⻑
元専門技術員（普及方法）

横内

小林 元専門技術員（農業経営）

古屋
元果樹試験場⻑
（果樹･土壌・栄養生理）

猪股 元果樹試験場⻑（果樹）


