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青森 五所川原農
林 

GLOBAL G.A.P.への
取組 

平成 29年 1月 17日 産経新聞 自民党・小泉進次郎農林部会長が五所川原農林高校の GLOBAL G.A.P.への取組を視察 

GLOBAL G.A.P.への
取組 

平成 29年 5月 16日 スポーツ報知 GLOBAL G.A.P.認証を取得し、将来、高校生が五輪食材を提供したいと活動している 

宮城 柴田農林 第 11回全国和牛能力
共進会宮城大会 

平成 29年 9月 8日 読売新聞 復興特別出品区｢高校の部｣優秀賞 3 席を受賞 

福島 

福島明成 本校学習内容の紹介 平成 29年 6月 18日 ＮＨＫ ＢＳプレミアム ＮＨＫが企画した「乃木坂 46 のガクたび」という番組の収録が本校で行われた。乃木坂 46 メンバーの中から 4 名が
来校し、「転校生」という設定で、生徒と一緒の授業や実習、販売所での販売風景等が収録・放映された。 

安達東 

Ｂｅｅ（蜂） Ａｍｂｉｔｉｏｕ
ｓ！ 

平成 29年 3月 8日 ふくしまの未来をつくろ
うニュース ｖｏ１９ 

活動内容を事例紹介として、復興庁が東北の取組をｗｅｂ配信 

Ｂｅｅ（蜂） Ａｍｂｉｔｉｏｕ
ｓ！ 平成 29年 5月 23日 

平成 28 年度食料・農
業・農村白書 第１９３
回通常国会提出（農林
水産省） 

活動内容を事例紹介として紹介、「平成 28 年度食料・農業・農村の動向」の 280ページ参照 

岩瀬農業 世界最古のトラクターの
復元 

平成 29年 2月 3日 テレビ 東京 隣接する岩瀬牧場に世界最古のトラクターが保存されている。そのトラクターを復元し動かした。「所さんの学校では
教えてくれない」で放送された。 

茨城 水戸農業 いま女子に人気！？農
業高校ってどんなとこ？ 

平成 28年 11月 28日 日本テレビ 農業高校の学校生活をタレント・テレビリポーターが体験した。 

栃木 宇都宮白楊 

幻の陸稲エソシマモチ
復活  ＮＨＫニュース他 

明治から昭和 20 年代まで宇都宮地域をはじめ県内で広く栽培されていた陸稲（おかぼ）品種であるエソシマモチの種子
を農水省の研究所より入手し、昨年度本校で半世紀ぶりに栽培を復活させた。今年度は地域農家にも配布し、地元への
定着を図っている。 

「白楊豚」ブランド化  ＮＨＫニュース他 本校高根沢農場で生産した豚を、食肉市場経由で地元高根沢町で購入し、「白楊豚」と名付けて町内のレストランや精肉
店、学校給食等で活用する地産地消の取組み。 

群馬 

利根実業 

第５回オレンジページ
×味の素「ジュニア料
理選手権」 

 オレンジページ 大会内容、結果が掲載 

高校生ボランティア・ア
ワード 2017 平成 29年 10月 ＮＨＫＢＳ 大会内容が放映されるとの連絡があった。 

中之条 
動物科学研究部の活
動 平成 28年 8月 1日 

一般社団法人ジェネテ
ィクス北海道 種雄牛の優良娘牛を飼養している農場として、乳牛と生徒が種雄牛カタログに掲載された。 

静岡 静岡農業 地域交流、新商品開発 平成 29年 7月 10日 ラジオＦＭ東京 番組「ホンダ･スマイル・ミッション」にて、「松葉商品を開発する高校生をリサーチせよ」のタイトルで放送。 

新潟 新発田農業 農作業事故ゼロを目指して 平成 29年 8月 11日 日本農業新聞  

石川 翠星 「遠くへいきたい」 平成 28年 読売テレビ 学校の紹介 

岐阜 

岐阜農林 まくわうりひろめ隊の普
及活動 

平成 29年 7月 22日 日本農業新聞 本巣市発祥の伝統野菜である”まくわうり”の普及活動が紹介された。 

大垣養老 
瓢箪倶楽部秀吉 冬で
も楽しめるひょうたんグ
リーンカーテン 

平成 28年 12月 12日 ＴＢＳ「あさチャン」 
養老町の特産品であるひょうたんを用いたグリーンカーテンやイルミネーションによる町興しから始まり、2020 年東京
オリパラの暑熱対策採用に向けた地道な取組 
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岐阜 大垣養老 
瓢箪倶楽部秀吉 冬で
も楽しめるひょうたんグ
リーンカーテン 

平成 28年 12月 12日 毎日新聞 養老町の特産品であるひょうたんを用いたグリーンカーテンやイルミネーションによる町興しから始まり、2020 年東京
オリパラの暑熱対策採用に向けた地道な取組 

奈良 磯城野 
第 12回若年者ものづく
り競技大会（造園競技） 平成 29年 8月 28日 MBS 毎日放送テレビ 第 12回若年者ものづくり競技大会（造園競技）で金賞・銀賞・銅賞を独占した取り組みについて 

鳥取 倉吉農業 

日本農業技術検定１級
学科試験に 2名合格 平成 29年 3月 24日 全国農業新聞 

28年度の１級合格率は 8.4％の狭き門である。農業高校生の１級合格は昨年に続き２例目で、１校から同時に 2人は
初めての快挙である。 

日本農業技術検定１
級、合格率 8.4％の難
関 

平成 29年 1月 27日 日本農業新聞 全国３０８人が受検し２６人が合格した。そのうち高校生２人が合格したという快挙を成し遂げた。 

広島 

庄原実業 第 11回全国和牛能力
共進会宮城大会 

平成 29年 8月 8日 日本農業新聞 高校牛児晴れ舞台へ、30年ぶり全共一般枠出場 

油木 

ナマズプロジェクト 平成 28年 11月 1日 ＢＳジャパン 空から日本を見てみよう。 

ナマズプロジェクト 平成 28年 12月 30日 日本テレビ 『ニノさん』年末 SP 

ナマズプロジェクト 平成 29年 10月 1日 家の光協会 家の光 10月号 

徳島 

城西 神山
分校 森林女子部 平成 29年 10月 2日 NHK 鶴瓶の家族に乾杯！ 

那賀 森林クリエイト科の取組
み 平成 29年 3月 ａｆｆ 農林水産省が発行している機関誌「ａｆｆ」3月号の news letterのコーナーにおいて、「森林を創造的に学ぶ」と題して

本校森林クリエイト科の取組みが紹介されました。 

鹿児島 

鶴翔 旨鹿ジビエ 平成 29年 1月 17日 ＮＨＫ 旨鹿ジビエの缶詰が、JR九州「クルーズトレインななつ星」にバータイムのおつまみ商品として採用された。 

伊佐農林 
櫻井・有吉 THE夜会 平成 29年 4月 13日 TBS 「更生之素」 豚味噌缶詰 

スマステ 平成 29年 5月 20日 テレビ朝日 「更生之素」 豚味噌缶詰製造工程及び学校紹介 

 ※島根県未提出

 


