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まちの寺⼦屋 根っこ塾 2022  

 

「⼟」からはじめる。「学び」を耕し、「世界」が広がる。⼈が育つ。地域が育つ。 

⾃⽴/⾃律を⽬指した農・学び・地域の新しい形。 
 

―⼀流を育てる職⼈集団「秋⼭⽊⼯」とグローカルデザインスクールがプロデュースー 

「根っこ塾」とは、社会基盤産業である「農業」をテーマに、⼦ども達が地域とふれあい、世の中と
つながり、将来「⼀流」として活躍するための「根っこ」を育てる「まちの寺⼦屋」です。⼦ども達
は地域課題を「農業ビジネス」で解決し地域活性につなげる擬似会社「根っこ塾」を経営します。独
⾃能⼒開発カリキュラム「アグリアーツ®」に基づき、⾃⼰理解を深め、⾃分の得意や好きなことを⾒
つけることができ、社会と関わる経験の積み重ねで、⾃⼰肯定感、課題解決⼒を育てます。 
 
 

1. プログラム概要 

体験概要 

① 会社経営（地域課題、活動⽬的とステークホルダーの理解） 

② ⾃分理解と仲間理解（ダイバーシティ＆インクルージョン） 

③ ⼦ども達主体の会社組織の形成 

④ 微⽣物の⼒を使った廃材おがくずなど地域のいらないもので⼟づくり 

⑤ データサイエンスを使った農作物の栽培や堆肥づくり 

⑥ 地産地消、フードロス軽減につながる農作物を使った商品開発 

⑦ ビジネスデザインに基づいた市場調査、コンセプトづくりと 

パッケージデザイン 

⑧ 売上⽬標設定、販促ツールづくりと、WEBや地域での販売 

⑨ 起承転結シナリオ構成を使った事業報告書・プレゼン資料の作成 

⑩ 事業報告会や商品ピッチでのプレゼンテーション 

栽培作物と商品 加⼯⽤たまねぎ栽培。夏・秋冬野菜の栽培とミニトマトの商品加⼯ 

実施時期 
5 ⽉ 8 ⽇（⽇）から 2023 年 3 ⽉ 21 ⽇（⽕・祝）まで全 29 回予定 

13:00〜17:00 ※5 ⽉ 6 ⽉は無料体験期間になります。 

募集⼈数 ⼩学 5 年⽣から中学⽣まで先着 30 名 

集合場所 ⽊⾵⼼⾵堂 224-0001 横浜市都筑区中川 5-40-29 045-912-0981 
https://www.kofushinpudo.com 

実施体制 

全体企画 株式会社寺⼦屋根っこ塾（秋⼭⽊⼯グループ） 
アグリアーツ®プログラム提供 グローカルデザインスクール株式会社 

農業⽣産指導 ⾦⼦ファーム（⻘葉区鉄町・農業法⼈） 

運営・レシピ監修・デザイン・加
⼯・販売 

根っこ塾の活動に共感・応援している社会⼈、
⼤学⽣、企業がチームで、⼦ども達の会社経営
を推進⽀援します。 
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2022 年度コース実施スケジュール（活動状況により変更する場合があります） 

⽇程 場所 活動概要 

第１期 

（無料体験期間） 
地域を理解する チームをつくる・⾃分ごとに捉え、考える 

Day1 
5/8(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜農業について知る・畑をつくる＞ 

オリエンテーション 

堆肥と有機肥料で⼟づくり、畝作り 

端材で名札づくり 

Day2 
5/22(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜農業について知る・畑をつくる＞ 

ビジネス講座「⼟ってなんだろう︖」 

追肥づくりと野菜の定植（⼤⾖、枝⾖、さつまいも、オクラ、⼩松菜） 

堆肥切り返し・追肥 

Day3 
5/29(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜農業について知る・畑を作る＞ 

ビジネス講座「⾃分を知ろう︕仲間を知ろう︕」畑の作業 

Day4 
6/12(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜農業について知る・栽培暦をつくる＞ 

栽培暦とプレートづくりと畑の作業 

Day5 
6/19(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜会社をつくる・役割を決める＞ 

ビジネス講座「会社ってなんだろう︖」 

農作業と堆肥の切り返し 

第２期 
会社組織での役割を意識したチーム活動を⾏う 

収穫までの⽣産管理を⾏う  

Day6 
7/3(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜会社をつくる・経営⽬標を決める＞ 

ビジネス講座「活動⽬的ってなんだろう︖」 

ワークショップ「バリューグラフで⽬標シートづくり」 

畑の作業 

Day7 
7/10(⽇) 

 ⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜年間活動計画をつくる＞ 

ワークショップ「活動すごろく」 

担務別業務と畑の作業 

Day8 
7/17(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜完熟堆肥の状態を確認する＞ 

担務別業務 

畑の作業と堆肥の切り返し 

Day9 
7/24(⽇) 

⾦⼦ファーム 

13:00〜17:00 

＜横浜の農業・地産地消について知る＞ 

⾦⼦ファームの⾒学と農作業、インタビュー 
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⽇程 場所 活動概要 

Day10 
7/31(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

14:00〜18:00 

＜野菜を収穫する＞ 

野菜収穫と栽培暦のまとめ 

Day11 
8/6(⼟) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜畑を開墾する＞ 

たまねぎの栽培暦をつくる 

たまねぎ畑の開墾（⼿刈りで雑草刈り取り・トラクターで開墾） 

Day12 
8/21 
(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜野菜を収穫する・道具をつくる＞ 

たまねぎ定植の道具をつくる 

枝⾖の収穫と畑の⽚付け 

第 3 期 地域に根ざした商品を開発する 

Day13 
8/28(⽇) 

横浜市内 

13:00〜17:00 

＜ミニトマトを使った商品開発・調理実習＞ 

調理実習、試⾷と商品開発会議 

Day14 
9/11(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜市場調査・競合商品を知る＞ 

ビジネス講座「マーケティングってなんだろう︖前編」と市場調査 

畑の作業 

Day15 
9/25(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜冬野菜（⽩菜・⼤根・⽔菜）の定植＞ 

畑の作業と担務別業務 

Day16 
10/2(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:30 

＜商品コンセプトを考える＞ 

農作業（堆肥を⼊れてたまねぎ畑の畝作り） 

ビジネス講座「デザインってなんだろう︖」 

ワークショップ「商品コンセプト検討」 

Day17 
10/16(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜さつまいもの収穫・商品デザイン①＞ 

畑の作業・さつまいも収穫 

ビジネス講座「マーケティングってなんだろう︖後編」 

ワークショップ「商品名の検討」 

Day18 
10/30(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜たまねぎの定植・商品デザイン②＞ 

畑の作業・たまねぎの定植 

デザイン講座①ワークショップ「パッケージデザインづくり」 

Day19 
11/6(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 
13:00-17:00 

＜商品デザイン③＞ 

畑の作業 

デザイン講座②ワークショップ「パッケージデザインづくり」 

第 4 期 活動を表現する・共感の輪を広げる 

Day20 
11/20(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜⼤⾖の収穫・⼀次加⼯・販売準備①＞ 

⼤⾖の収穫と乾燥のための⼀次加⼯ 

たまねぎ畑の農作業・落ち葉拾い 
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⽇程 場所 活動概要 

ビジネス講座「ステークホルダーってなんだろう︖」 

ワークショップ︓CVCAで関係相関図づくり 

Day21 
12/11 (⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜冬野菜収穫・堆肥づくり・販売準備②＞ 

講義「堆肥づくり」 

畑の作業（収穫）・堆肥づくり 

販売会に向けた TODOリスト作成 

 
Day22 

12/18(⽇) 

 ⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜冬野菜収穫・堆肥切り返し①・販売準備＞ 

堆肥の切り返し・畑の作業（収穫） 

ビジネス講座「伝わるってなんだろう︖」 

販売会準備 

Day23 
12/25(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜堆肥切り返し②・みそづくり＞ 

堆肥の切り返し 

調理実習「みそづくり」 

Day24 
1/8(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜堆肥切り返し③・販売準備＞ 

堆肥の切り返しと販売会準備 

Day25 
1/22(⽇) 

 

横浜市内 

13:00〜17:00 

＜店頭販売①・切り返し④＞ 

店頭での販売体験（シフト交代制） 

堆肥切り返し（交代制） 

Day26 
2/5(⽇) 

横浜市内 

9:00〜17:00 

＜店頭販売②＞ 

店頭での販売体験（シフト交代制） 

Day27 
2/12(⽇) 

 

横浜市内 

9:00〜17:00 

＜店頭販売③・切り返し⑤＞ 

店頭での販売体験（シフト交代制） 

堆肥切り返し（交代制） 

Day28 
3/5(⽇) 

⽊⾵⼼⾵堂 

13:00〜17:00 

＜報告会ピッチコンテスト準備・切り返し⑥＞ 

堆肥の切り返し作業 

事業報告会資料作成 

ビジネス講座「魅⼒的なストーリーってどうやってできるの︖」 

事業報告会と商品ピッチコンテスト資料作成 

Day29 
3/21 

(⽕祝) 

⽊⾵⼼⾵堂 

10:30〜17:00 

＜活動報告ピッチコンテスト＞ 

午前︓発表準備 

午後︓「合同 WEB活動報告会＆商品ピッチ」 
 
 
 
 
 
 
 
 


