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北海道 

士幌 

第 3回全国ユース環
境活動発表大会 優
秀賞 

平成 30年 2月 28日 産経新聞 第 3回全国ユース環境活動発表大会で環境専攻班が優秀賞受賞 

第 3回全国ユース環
境活動発表大会 優
秀賞 

平成 30年 3月 2日 毎日新聞 第 3回全国ユース環境活動発表大会で環境専攻班が優秀賞受賞 

遠別農業 

遠別町ふるさと納税
制度返礼品提供 平成 28年 8月 5日 HBC・TBS系 

遠別町役場総務課と遠別農業高校が行っている「ふるさと納税制度」の返礼品対応についてタレントの「お
かずクラブ」さんが来校し全国へ本校の取り組みを紹介した。 

池上彰のご当地ウラ
事情第４弾 平成 29年 10月 29日 TV TOKYO全国版 

遠別町役場総務課と遠別農業高校が行っている「ふるさと納税制度」の返礼品対応についてジャーナリスト
の「池上彰」さんが来校し全国へ本校の取り組みを紹介した。 

旭川農業 林業現場実習活動 平成 30年 4月 1日 山林(大日本山林会) 『シリーズ高等学校における林業教育の現場から』に掲載 

青森 
五所川原 
農林 

GLOBALG.A.P.への取
組 平成 29年 5月 16日 スポーツ報知 GLOBALG.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 

埼玉 
秩父農工 
科学 そば打ち選手権大会 平成 29年 8月 22日 読売新聞 第 7回全国高校生そば打ち選手権大会団体の部 準優勝 

千葉 茂原樟陽 動物コースの活動 平成 29年 12月 ディリーマン 本校の生産技術科動物コースの取組を紹介していただいた。 

茨城 

水戸農業 GPSトラクタ講習 平成 29年 6月 26日 農経新報 本校農業科３年で行った三菱マヒンドラ農機（株）による GPSトラクタの実演講習。 

坂東総合 坂東ねぎバーガー 平成 29年 7月 15日 茨城新聞 生物資源系列３年の女子生徒３人が、パンを使わず、肉と野菜をレタスで包み込んで食べるさっぱりしたヘ
ルシーメニュー「坂東ねぎバーガー」を考案した。 

栃木 

鹿沼南 第１回全国高校生農
業アクション大賞  毎日新聞 第１回全国高校生農業アクション大賞 支援対象紹介 

鹿沼南 さつきの栽培研究 平成 30年 3月 11日 ＢＳフジ さつき栽培における大学との共同研究 

真岡北陵 
いちご飯の開発につ
いて 平成 30年 4月 29日 読売新聞 

本校食品科学科が考案し、商品開発した「いちご飯」の特集記事が掲載されました。記事の中で「いちご飯」
開発に関わった卒業生へ当時のインタビューや開発に協力いただいた中華料理店「文珍楼」さん「いちご飯」
を使った新商品をはじめ、本来の名産であるイチゴや玉ねぎといった真岡市の魅力が掲載されていました。 

真岡北陵 
「いちごのメロンパ
ン」を開発。につい
て 

平成 30年 3月 25日 ＮＨＫ総合 ＮＨＫ総合「うまいっ！」と言う番組で、本校が食品会社と提携して新たな料理「いちごのメロンパン」を
開発した活動を紹介された。 

那須拓陽 牛部 平成 29年 11月 Ｅテレ ジュウダイ 牛部の活動 

群馬 利根実業 

全国ユース環境活動
発表大会 平成 30年 2月 28日 産経新聞 大会結果･内容について掲載 

全国ユース環境活動
発表大会 平成 30年 3月 5日 毎日新聞 大会結果･内容について掲載 

静岡 静岡農業 

食育活動・部活動 平成 29年 12月 28日 日本テレビ 番組「得する人損する人」、高校生スピード料理王決定戦～30分スピード料理バトル～に出場し、準優勝し
た。 

食育活動・部活動 平成 29年 12月 29日 日本テレビ 番組「第 11回全国高校生食育王選手権大会」に出場し、食育や料理に関する知識や技術を全国の代表校と競
った。 
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愛知 佐屋 弥冨文鳥文化復活プ
ロジェクト 

平成 29年 11月 16日 中日新聞（夕刊 1面） 
日本で唯一、愛知県弥富市で生産されている白文鳥の生産農家がわずか２軒となるなか、繁殖に２０１７年
秋に初めて成功した。今後は動物販売取扱業第１種「販売」の免許を取得し、佐屋高校が農家に代わって弥
冨文鳥の遺伝子を広めるために活動を行っている。 

岐阜 飛騨高山 

第１１回全国和牛能
力共進会（宮城大
会） 

平成 29年 11月 日本農業新聞 全国の農業高校で飼育された牛の品評と取組を競い合う大会。全国から集まった１４頭の中から牛の調教、
姿勢、体型、それまでの取組が評価される。 

第１回全国和牛甲子
園 平成 30年 1月 日本農業新聞 全国の農業高校で飼育された牛の肉質とその取り組みを競い合う大会。 

滋賀 

八日市南 毎日農業記録賞 平成 29年 12月 5日 毎日新聞 全国優秀賞  森本祥太 
 受賞作は「豚がくれた夢～世界に羽ばたけ森本豚～」 

湖南農業 全国高校生花いけバ
トル 平成 29年 8月 21日 フジテレビ 情報番組「グッディ」にてチーム名「フラワーボーイズ」こと湖南農業高校の洞遥一・前田陽平が全国高校

生花いけバトルにてベスト４の成果を残し、生け花男子として特集を組んでもらいました。 

京都 北桑田 行列のできる法律相
談事務所 平成 30年 2月 25日 読売テレビ サプライズ企画第２弾として、地域（京北・美山）から募金活動の支援を受けている北桑田高校の特集が組

まれ、募金活動の一助を目的に取材された。 

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 26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 

広島 庄原実業 肉用牛経営研究室 
 平成 29年 9月 11日 日本テレビ 

宮城県仙台市で開催された和牛の祭典は，日本一を決める和牛オリンピック。和牛オリンピックに高校生の
出場は 30年ぶりの快挙。広島の農業高校の生徒で，3人の肉用牛経営研究室のメンバーで育てたしばふく号
が予選を勝ち抜き本戦出場を決めた。本選のウシのケアから追い綱を引き審査を受けるところまで密着取材
を受けた。 

香川 農業経営 
第 44回毎日農業記録
賞 平成 29年度 毎日新聞社 農業生産科優良賞（高校生部門 /3年生女子） 

福岡 八女農業 校内販売所 平成 30年 7月号 家の光 校内販売所「チャレンジショップみらい館」が取り上げられ販売物の紹介や販売実習等について紹介された。 

宮崎 

高鍋農業 
第１１回全国和牛能
力共進会 宮城大会 平成 29年 9月 8日 朝日新聞 牛の体型審査で１位、総合成績でも２位に当たる優秀賞１席 

小林秀峰 
第１１回全国和牛能
力共進会 宮城大会  NHK 第 11回全国和牛能力共進会宮城大会における出品までの取組についての特集 

鹿児島 鶴翔 
エコワングランプリ
受賞 平成 29年 12月 15日 毎日新聞 エコワングランプリ受賞 

 

 


