
資料 「農業系高校における特色ある取り組み」（活動概要の紹介） 
令和元年 9月調査 

都道府県 学校名 活 動 名 学  科 概   要 

北海道 

名寄産業 小学校との連携学
習 

酪農科学科 近隣の小学校１年生から 6年生まで各学年ごとに動物、草花、作物、加工等体験学習をと
おして、食育を実践している。 

帯広農業 
産・官・学・金融連携
事業 食品科学科 

帯広市、帯広畜産大学、日本甜菜製糖株式会社、帯広信用金庫と連携し、地域課題であ
る廃棄農産物を有効活用するため、ビートの絞りかすであるラフィノースを活用し、豆乳ヨ
ーグルトの開発を行い製品化に成功した。 

旭川農業 

ASIA-GAP 認証の
取得 農業科学科 北海道旭川市の主要作物である米について ASIA-GAP 認証を取得し、生産・流通を通し

て生徒の教育活動に繋げる。 

あったか旭川まん６
次産業化プロジェク
ト 

食品科学科 北海道旭川市のご当地グルメであるあったか旭川まんの開発・製造・流通・普及を通し、
全国へ向けた活動を展開中である。 

上川林業官学広域
連携事業 林業科学科 北海道大学と上川町との連携事業で、科学的視点を持った林業担い手を育成している。 

岩見沢農業 

資源循環型農業 畜産科学科 エコフィードを利用した飼育、消化液を利用した飼料作物栽培の学習 

ＩＣＴ技術の修得 農業土木工
学科 

ドローンを利用した測量や無人建設機械による土木作業を通した学習 

岩農食農塾 食品科学科 小学 4 年生を対象として種まきから収穫、そして食卓までの一連の流れを生徒が小学生
に教える学習 

倶知安農業 健康農園交流 生産科学科 町内介護施設と連携し、高齢者との農業体験交流を実施。農業や食の多面的な機能を効
果的に活用し、健康寿命の延伸を図るような取り組みを行っている。 

士幌 

地域企業と連携した
商品開発と人材育
成 

アグリビジネ
ス科 

士幌町の地域商社と連携し商品開発を行い、各種イベントなどで発表する機会を設けて
いる。 

地域企業と連携した
商品開発と人材育
成 

フードシステ
ム科 

士幌町の地域商社と連携し商品開発を行い、各種イベントなどで発表する機会を設けて
いる。 

ニセコ 

京野菜の周年栽培 緑地観光科 
地中熱利用ハウスを利用した九条ネギの周年栽培並びにニセコ町内のレストランと連携し
た九条ネギを使用したメニュー開発 

町花ラベンダーの
商品化 緑地観光科 町花ラベンダーを活用したニセコ町の特産品づくり 

観光教育 緑地観光科 地域資源を活用した観光教育 

剣淵 委託実習 総合学科 
２年次では、近隣市町村での企業での体験活動１０日間、町内農家での実習９日間。３年
次では、道内外農家で１７日間実習。海外はニュージーランドへ４２日間の実習。３年次で
は町が経費を全額支援 

深川東 青空園芸教室 生産科学科 深川市を緑にする会の協力で深川市内の小学生を高校に招いて花と野菜の寄せ植え教
室を行っています。花や野菜、木に関するクイズも行い、小学生の関心を高めています。 

新十津川農業 
小学校食育体験学
習 農業・生活科 

この食育体験学習は今年で 8年目を迎えるが、小学校 1年生から 6年生までの全児童が
本校生徒の指導のもと、ヤーコン、スイートコーン、サツマイモ、ミニカボチャ、イネ、ダイズ
の栽培を播種や植付、収穫を計画的に行い、高校生から食育学習を展開している。 

中標津農業 

GAP を用いた酪農
改革 

生産技術科 
良質な堆肥づくりなど、自校で実践している循環型酪農を広く消費者へ理解してもらうた
めに、JGAP の認証取得を目指して活動を展開。昨年度、GAP取得チャレンジシステムに
農業高校として全国で初めて認証を受けた。 

計根別食育活動 食品ビジネス
科 

中標津町計根別地区の幼稚園から高校までの子供達を対象とした食農一貫教育を実
践。高校生が先生となり子供の発育に合わせた体験内容を設定。今年度で 14 年目を迎
え、教わる側から教える側へ人材の循環も開始 

標茶 
「しべパフェ」で元気
な町づくりプロジェク
ト 

総合学科 
地域課題として「酪農の町のイメージの希薄」や「牛乳乳製品の処理能力の低迷」などが
あげられる。これら課題に、「産学官」の連携により町内の飲食店でオリジナルのパフェを
商品化する活動である。 

青森 

五所川原農林 

ＦＳＣ認証取得 森林科学科 FSC森林認証制度の FM認証と COC認証を取得した。認証材はオリパラのフェンス材と
して利用されることになっている。 

GLOBALG.A.P. 認
証取得 生物生産科 りんご・米・メロン・ジャガイモでGLOBALG.A.P.認証取得し、リンゴはシンガポールに輸出

販売している。また、企業や連携農業高校においてGAPコンサルを実践している。 

名久井農業 

農作業支援活動 全学科１年 農業の仕事を現場で体験し、地域の方々と交流することを目的に、３～４名のグループで
一日を農家で過ごす。春と秋の２回実施 

海外研修 全学科 隔年で派遣と受け入れを実施する。H30 はオレゴン州 Ridgeview High school より、ホー
ムステイを受け入れた。 

高大連携プロジェク
ト 

環境システム
科 

京都大学主催のテクノ愛2015においてグランプリを獲得した「雪国向きＬＥＤ信号機」の研
究をきっかけに、京都大学と連携した協定を結び、共同研究をしている。 

弘前実業 桜プロジェクト 農業経営科 被災地釜石市に弘前の桜を植樹するプロジェクト。今年で６年目 

三本木農業 農場開放学習 学校全体 
幼稚園（保育園）児・小学生の農業体験学習を年間約 1,500 人ほど受入れている。その
際、生徒がファームナビゲーターとして案内役をしている。 

 

 

 

 



 

都道府県 学校名 活 動 名 学  科 概   要 

青森 三本木農業 

命の花プロジェクト 動物科学科 
殺処分されたペットの骨は事業系廃棄物であり、土に返ることもできない現状がある。そこ
で、殺処分の現状を多くの人に知ってもらう目的で、骨を混ぜた土で花を育て花としてもう
一度命を咲かせる活動を行っている。 

地域連携事業（きみ
がらスリッパ等） 植物科学科 

十和田きみがらスリッパ生産組合と連携し栽培・研究活動に取組んでいる。地域の伝統工
芸品を守り、地域活性化に貢献している。 

アンテナショップ 学校全体 
原則、木曜日に本校生産物を地域の方に販売している。令和元年で20年目になる。農業
経済科の販売実習も兼ねている。 

農可尊熟（のうかそ
んんじゅく） 学校全体 

農業や環境・地域の諸問題に関する自主的な学習会で、生徒の問題意識と表現力を高
めるとともに、地域の期待に応え地域をリードし、ICT化やグローバル化に対応できる人財
を育成する。 

岩手 

盛岡農業 

県版ＧＡＰの取得 植物科学科 岩手県版ＧＡＰの認証を「リンゴ」で取得した。 

学校田での酒米栽
培 植物科学科 創立 140周年記念事業の記念酒原料として、「ぎんおとめ」を作付けした。 

牛の共進会への参
加 動物科学科 地域の共進会へ参加している。本校の出品がなくては、成り立たない地区もでている。 

商品開発 食品科学科 地域の食材活用や企業と密着・コラボした加工品の研究開発、そば打ちのように郷土食
の伝統を継承する活動もしている。 

大船渡東 
つばきっ子助成事
業 農芸科学科 

大船渡市の花「椿」を利用した取り組みとして、大船渡市との委託契約により、つばきっ子
助成のための椿苗を本校生徒が、課題研究と総合実習で学びながら、毎年約３００本を継
続供給している。この事業は、毎年大船渡市に子どもが誕生した場合に、その子どもと両
親・家族に大切な１本の椿苗が贈られるものである。 

遠野緑峰 研究活動 生産技術科 

地域と連携して、地域資源を活用した研究活動を各研究班で取り組んでいる。例として
は、「ホップの廃棄蔓を活用した研究」、「ホップの毬花を食材として活用する研究」、「伝
統野菜を普及させる研究」「どぶろく文化を活かした商品開発の研究」などがある。農業ク
ラブ県連盟大会ではＨ30 年度は３部門すべて最優秀、Ｒ元年度は２部門最優秀となって
いる。 

宮城 

亘理 商品開発 食品化学科 
山元町６次産業化・地産地消推進協議会に参加し、イチジクの加工利用について取り組
み、イチジクグミとイチジクのクリームチーズが山元町のブランド認証品として認証されまし
た。 

宮城県農業 

農業経営者クラブ 全学科 授業から発展した活動として（企業と連携した商品開発等）を行っている。 

ウシ部(仮) 農業科中心 乳牛の共進会出場に向けて朝夕の管理実習や調教等に有志であたっている。 

酒米の栽培 農業科 酒米（蔵の華）を栽培し、収穫物を県内の酒造会社に卸し、本校独自の日本酒として醸造
を委託している。 

桜の復興 全学科（科学
部） 

被災した沿岸部の復興に向けて桜の植樹や桜の活用方法の提案等を実践している。 

南郷 高大連携事業 産業技術科 熊本県立大学との高大連携事業を実施（マイクロバブル水を利用したシクラメン栽培に関
する研究） 

石巻北 
高大産連携プロジェ
クト 食農系列 

宮城県水産高校と行ってきたこめぼこ（かまぼこのつなぎに米粉使用）交流を石巻専修大
学がプロデュースして、地元かまぼこ店、楽天野球団を交えてこめぼこの商品化を目指し
ている。今年度から商品化して販売 

小牛田農林 

和牛調教 農業科学コ
ース イベントでの和牛調教披露 

和牛甲子園 農業科学コ
ース 外部機関（試験場、家畜保健所、全農みやぎ、美里町等）との連携し肥育牛の生産 

日本酒の醸造 農業科学コ
ース 酒蔵、販売店との連携し本校生産米（ひとめぼれ・ササニシキ）を使用し日本酒の醸造 

加美農業 加美農教育ファーム
活動 

全学科 
「食と命・環境」について学んでいる本校生と一般参加者が交流することで互いに学び合
える学習の場を加美農教育ファームとし多岐にわたる取り組みを行っている。学校農場受
入形式,出前講座（生徒主体）形式がある。 

秋田 

秋田北鷹 

ＪＧＡＰ・県GAP認証 生物資源科 イネ（JGAP）・ミニトマト（県GAP）・ブドウ（県GAP）認証に向けた取り組み 

ケイポン活動 生物資源科 比内地鶏去勢鶏の飼育と商品開発 

森林バスターズ 緑地環境科 高齢者所有林地の間伐ボランティア、地域病害木の伐倒等 

能代西 

アグリセミナー 生物資源科 
地域振興教区と連携し、市内で雇用予定のある法人や農事組合等において短期・長期イ
ンターシップや職場見学を年３回行っている。 

養蜂 生物資源科 
東雲台地に広がる自生ミツバチを用いた養蜂を行い、採取した蜜を使い加工や商品開発
を行っている。 

学校農場開放 生物資源科 
季節に応じて菜の花、ヒマワリ、コスモスを定植し、開会機にあわせて学校農場を開放 地
域住民や特養施設、園児等が来校した際の対応も行っている。 

スマート農業の体験
研修 生物資源科 

水田部門において、ドローン及びモーターボートを使った薬剤散布、無人トラクタ・田植機
の見学。野菜部門では病気予兆システムを導入している。 

小学生田植え実習
補助 生物資源科 

水田専攻生が、近隣の向能代小学校５年生の田植え体験および稲刈り体験を補助  移
植から収穫までの管理も行っている。 
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秋田 

能代西 

支援学校の田植え
実習補助 生物資源科 水田専攻生が、能代支援学校の田植え実習および稲刈り実習を補助 

花いっぱい運動 生物資源科 国土交通省と連携し、市内の主要幹線道路に設けられた花壇にベゴニアやサルビア等を
定植 

ＰＴＡそば交流 生物資源科 能代市内および本校ＰＴＡとそば播き、そば打ち交流を実施。生徒も参加し、播種やそば
打ちの際の補助員として交流に参加している。 

金足農業 

農場見学 生物資源科 追分小学校 農場見学 学校用苗購入 

野菜苗販売会 生物資源科 農産物販売 

トントちゃんクラブ 生活科学科 ミニトマト苗植え 

農場見学 生物資源科 秋田県視覚支援学校 高等部普通科 農場見学 

味噌造り講習会 食品流通科 みどり学園 味噌造り講習会 

野菜苗植え付け指
導 生物資源科 追分小学校 野菜苗植え付け指導 

金農田植え（１年生） 全学科 金農田植え（１年生） 

金農パンケーキ販
売開始 全学科 企業連携 パン開発 金農パンケーキ販売 

農場見学 生物資源科 秋田大学教育文化学部附属幼稚園 農場見学苗植 

秋田駅ふれあいフ
ェスタ 2018春 

農業クラブ生
徒 

農産物販売会 

夢メッセ 造園緑地科 庭園見学 

農場見学 生物資源科 飯島南小学校 農場見学 苗購入 

苗の定植体験 農業クラブ生
徒 国際教養大学留学生 苗の定植体験 

トントちゃんクラブ 生活科学科 さつまいも定植 

現場見学会 環境土木科 雄物川総合水防演習 

社会人講師活用事
業 

生物資源科 農業機械 ドローン操作研修 

社会人講師 生活科学科 ファッション造形 週 4時間社会人講師 

サツマイモ定植 生物資源科 秋田保育園 土崎カトリック幼稚園 サツマイモ定植 

秋田空港開港記念
イベント 参加 生物資源科 農産物販売会 

五城目朝市市神祭 生活科学科・
農業クラブ 農産物販売会 

太平山パーキング
エリア 花植え 庭
手入れ 

生物資源科・
造園緑地科 

パーキングエリア 花植え 本校生徒作成庭園手入れ 

追分駅草花植栽活
動 生物資源科 駅前草花植栽活動 

農業科学館まつり 科学部 農産物販売および活動紹介 

復興支援事業 宮
城県農業植樹事業 

造園緑地科 復興支援事業 宮城県農業高校への植樹事業 

復興支援事業 カブ
トムシプロジェクト 

造園緑地科 復興支援事業 カブトムシプロジェクト（赤崎小学校へのカブトムシ贈呈） 

測量技術研修会 環境土木科 測量技術研修会 

現場見学 環境土木科 秋田港現場見学 

現場見学会 環境土木科 現場見学会 

追分夏祭り 生物資源科 農産物販売会 ブラスバンド演奏 

RIC CAD講習会 造園緑地科 CADによる庭園設計講習会 

トントちゃんクラブ 生活科学科 親子クッキング「巻き寿司」 

 

 



都道府県 学校名 活 動 名 学  科 概   要 

秋田 

金足農業 

熟練技能者による
日本料理講習会 生活科学科 熟練技能者による日本料理講習会 

巻き寿司講習会 生活科学科 巻き寿司講習会 

大曲農業 

フラワーアレンジメ
ント研修 園芸科学科 フラワー装飾技能士を招聘した授業を展開し、技能資格の取得に向けた取組 

長期インターンシッ
プ 全学科 先進農家や農業法人等への 10日間程度のインターンシップ 

保育園や介護施設
訪問 生活科学科 施設訪問による実習及び交流 

田沢湖の中性化に
関する研究 園芸科学科 電気分解による田沢湖の中性化及び電気分解された湖水の生物学的影響調査 

仙北市訪問の高校
生（台湾）との交流 全学科 本校の教育資源を活用して、海外からの修学旅行生との交流 

韓国ＬＡＢＯ青少年
交流事業 全学科 本校の教育資源を活用して、海外からの青少年との交流 

アグリマーケティン
グハウスの活用 全学科 本校の農産物等及び大仙市若手農家の農産物等の販売活動 

イオンモール大曲イ
ベントへの出展 全学科 農産物等の販売及び郷土芸能部による演技 

大仙市産業祭（大曲
ヒカリオ）への出展 全学科 農産物等の販売及び郷土芸能部による演技 

農業科学館 秋の
感謝祭への出展 全学科 農産物等の販売及び郷土芸能部による演技 

全国農業高校収穫
祭（大丸東京店）へ
の参加 

全学科 農産物等の販売及び郷土芸能部による演技 

わげもんチャレンジ
産業祭（秋田ふるさ
と村）への出展 

全学科 農産物等の販売及び郷土芸能部による演技 

埼玉東邦デパート
での販売会への参
加 

全学科 農産物等の販売及び郷土芸能部による演技 

農業科学館祭りへ
の参加 全学科 農産物等の販売及び郷土芸能部による演技 

企業との連携による
ＩＣＴ機器の活用 全学科 

企業から無償貸与によりＩＣＴ機器を農場に設置し、気象情報等をリアルタイムでＰＣ及び
スマホ等へのダウンロード 

大仙市農業振興情
報センター研修生と
の交流 

全学科 大仙市農業振興情報センターの研修生との交流を通じて、就農に向けた具体的な活動
計画を作成 

ファシリテーション研
修 

全学科 街づくりファシリテーターによるファシリテーション研修の実施 

担い手育成に向け
た取組 

全学科 地域振興局との連携による、農業の担い手育成に向けたフォーラムの実施、担い手育成
に向けた啓発事業の実施 

増田 

プロジェクト活動 農業科学科 本校産の糯米から蜂蜜の代用となる糖質を生産し、活用するプロジェクト 

農作業安全出前授
業 農業科学科 

農林水産省の出前授業として、農作業安全対策に関する講義とトラクタの傾斜角体験装
置を活用した実習を実施 

山形 

村山産業 

芋類の生産性向上
と商品開発 

農業経営科 
農業環境科 

農業部バイテク班では、ジネンジョやサトイモのバイテク苗の生産・栽培と加工品の開発
に関する研究に取り組んでおり、地域資源の更なる普及を目指し、地域農業団体と連携し
た栽培実験と開発商品の販売を実施している。 

植物共生微生物エ
ンドファイトの単離 

農業経営科 
農業環境科 

農業部バイテク班では、農業生産への活用を目的として、植物共生微生物エンドファイト
の単離に関する研究に取り組んでいる。 

酒米プロジェクト 農業経営科 
農業経営科では酒米の栽培を行い、地元酒造会社の支援を受け、本校オリジナルの清
酒の製造を行っている。また、地元企業と連携したドローンによる農薬散布や酒粕を用い
た加工品開発等も行っており、地元産業の活性化を目指し取り組んでいる。 

庄内農業 

農福連携プロジェク
ト 食料生産科 福祉センターと連携し、年6回程度、地域の高齢者、知的障がい者、小学生と野菜栽培や

花植栽等に取り組んでいる。 

うどん大作戦 食料生産科 
食品科学科 

加工実習で製造した生うどんを地域のドライブイン・食堂等からメニュー化して商品化して
頂き、地域の方々から食して頂いている。 

福島 安達東 養蜂 総合学科 畜産専攻班２・３年生が、西洋ミツバチの飼育・管理を行い、採蜜、瓶詰め、販売を行って
いる。道の駅とも連携し、地元の特産品として地域から好評を得ている。 

 

 

 

 

 

 



都道府県 学校名 活 動 名 学  科 概   要 

福島 

岩瀬農業 たんぼアート 生物生産科・
環境工学科 

地元鏡石町と協力し鏡石町たんぼアートを作成している。図柄の測量と稲の苗の栽培 
田植えから稲刈りまでを町と協力して行っている。 

耶麻農業 高校生による十割そ
ばの店 産業技術科 地元そば祭り、空き店舗、東京日本橋ＭＩＤＥＴＴＥで、高校生が十割そばの店を展開して

いる。 

会津農林 

ＧＧＡＰ 農業園芸科 イネ・カボチャ(会津小菊カボチャ）について昨年度ＧＧＡＰの認証を受けた。今年度はそ
の継続とさらにソバについてもＧＧＡＰの認証を受ける予定である。 

会津伝統野菜の栽
培と商品開発 

農業園芸科 
地域の会津伝統野菜を栽培している農家と連携し、シードバンクとしての役割と、会津伝
統野菜の地域での栽培面積拡大を目指し、経営として成り立つ栽培方法の確立のために
活動している。 

食品加工科 会津伝統野菜を材料とした商品開発に取り組んでいる。 

ウルシ苗の生産 森林環境科 会津漆器の材料となるウルシ液の生産を地元で行うことを目的に、ＮＰＯや会津若松市と
連携してウルシ苗の生産に取り組んでいる。 

地域の伝統芸能の
継承 

早乙女踊り保
存会 

学校全体の有志で取り組んでいる。地域の伝統芸能である早乙女踊りの後継者がおら
ず、消滅の危機に遭った早乙女踊りを復活させた。今年度総文祭で発表するなど、活動
の場所が広がっている。 

東京 

瑞穂農芸（全日
制） 

江戸東京野菜で瑞
穂を笑顔にプロジェ
クト 

食品科 生徒自らが開発した「瑞穂七色唐辛子」及び江戸東京野菜を観光資源として活用して、地
元瑞穂町の産業振興を目指す。 

畜産科学科プロジェ
クト 畜産科学科 東京都の特産物「東京しゃも」及び「トウキョウＸ」を活用したレトルト食品の商品開発 

大島 

さくらプロジェクト 農林科 
全校生徒により地域資源であるオオシマザクラを台木にサクラの園芸種を増やし、校内や
島内（土砂災害被災地など）に植樹する活動 

生徒による椿ガイド 農林科 
大島町の観光の目玉「伊豆大島椿まつり」期間中に国際優秀つばき園である本校椿園を
一般公開するとともに生徒による椿ガイドを実施。海外の方には英語でのガイドも実施。
町の観光名所のひとつとしてスタンプラリーも設置している。 

地域資源ツバキを
活かす活動 農林科 

椿ガイドにとどまらず、ヤブツバキを伊豆大島の地域資源として里地里山の保全、椿油や
椿炭などの特産品づくりと新商品開発を島内外の関係者・関係団体と連携しながら実施し
ている。 

神奈川 

三浦初声 

長期現場実習 園芸科学科・
都市農業科 

２年後期より卒業までの約１年半にわたって、生徒が自ら選んだ実習先で毎週木曜日、現
場実習を行っている。基本的に実習先に対して生徒１名となるので、社会人としてのさま
ざまなことを学んでいる。 

産農人プロジェクト 
園芸科学科・
都市農業科 

横須賀商工会議所、地域農家、飲食店、加工企業が協力し合って、２年生～３年生にか
けて、６次産業を意識した人材育成を行っている。 

中央農業 

食育活動 畜産科学科 
「いのち」と「食」を知るために多くの方に関心を持ってもらうため 13 回の講座を通して県
民に対して飼育・栽培を家畜・作物を通して実施 

食育活動 農業総合科 
農業クラブ・食品加工班を中心に中農産の小麦を利用して小学生・中学生を中心に食育
活動を実施。年 4～5回実施 

ガーデンコンテスト 園芸科学科 
日本フラワー＆ガーデンショウなどのガーデンコンテストへ農業クラブ造園班を中心に参
加している。 

埼玉 

熊谷農業 

くまのうあいすの提
供 

生物生産工
学科 

日本赤十字に協力し本校のアイスプラントで作ったアイスクリームを熊谷献血ルームで提
供 

事故ボウシ運動 生活技術科 交通安全を祈願した事故防止のマスコットを小学生に配布する。 

かき氷シロップの提
供 

生物生産技
術科 

地域町おこしとして市内の飲食店で夏のみ販売する雪熊（かき氷）に校内で生産したブド
ウとウメをシロップに加工し提供 

「農力」育成強化プ
ロジェクト 

生物生産技
術科 

野菜において S-GAPを認証取得 

秩父農工科学 「農力」育成強化プ
ロジェクト 

農業科・食品
化学科 

H30～R4 年度で、S-GAP の認証取得と本校と大学、企業とで秩父地域の農産物を原料
に「第三のみつ」（特許済）の開発を図る。 

いずみ 

三ツ又沼ビオトープ
保全活動 

生物サイエン
ス科 

三ツ又沼ビオトープにて外来種を駆除し、在来種を増やす活動を通して本来の環境へと
保全する活動 

商品開発 生物資源化
学科 

イオンと連携して商品開発（ケーキや総菜パン等）を行い、販売促進を図る。 

筑波大学附属
坂戸 

つくさか食育プロジ
ェクト 総合科学科 

本プロジェクトは、本校の長年にわたる農業教育活動の実績を原資とした農業体験学習
支援と、本校の農場産物を給食食材として提供することを通して、近隣小中学校における
食育活動の充実に貢献しようとする取り組みである。またこのプロジェクトでは、本校農場
を多目的な教育フィールドとしてとらえ、様々な特性を持った児童生徒たちが学校の枠を
超えて包括的に学習できる、地域における新たなインクルーシブ教育の場としての活用を
提案し実現しようとするものである。 

千葉 成田西陵 

酒々井駅周辺国道
への植栽活動 園芸科 生徒たちが栽培した花を、「さわやか酒々井（サークル団体）」と一緒に花壇植栽事業を行

った。 

現場実習（インター
ンシップ） 土木造園科 科目総合実習に位置付け、２年次に全員に参加させる。 

現場実習（インター
ンシップ） 食品科学科 科目総合実習に位置付け、３年次に全員に参加させる。 

 

 

 



都道府県 学校名 活 動 名 学  科 概   要 

千葉 市原 市との連携協定締
結 

ゴルフ部・緑
地管理コース 

園芸科及びゴルフ部において、学校近隣のゴルフ場と連携し、コース管理技術者の育成
やゴルフ部の活動において、市原市との連携協定を締結した。 

茨城 

大子清流 全国募集 農林科学科 全国から入学できる。里親制度を利用している。 

水戸農業 
茨城の農業を支え
る人材育成プロジェ
クト 

全学科 
北海道農業実習・鹿児島県種子島農業実習・県内先進農家実習や農業法人・関連企業
などの体験実習や実技講習を実施し、就農や農業関連産業への就職・農業関係学校へ
の進学に向け意識を高めている。 

真壁 

全国募集 環境緑地科 生徒募集を全国から行っている。 

ヤマザクラ調査 環境緑地科 樹木医の指導により、地域に自生する山桜を保全する活動に参加し、地元桜川市につい
て理解を深め地元に貢献する人材の育成を行っている。 

GGAP 取得に向け
て 農業科 令和元年度GGAP取得を目指し、農場を整備し継続的な活動を行っている。 

栃木 

宇都宮白楊 

本校産酒米 100％
の純米酒醸造 農業経営科 地元酒蔵と連携して、本校で栽培した酒米「五百万石」を100％原料とした純米原酒「白楊

舞」を生徒も仕込に加わって醸造、発売した。 

在来陸稲品種復活
への取り組み 農業経営科 明治時代に宇都宮の篤農家が育成し、戦後途絶えた陸稲品種エソジマモチの栽培を半

世紀ぶりに復活させ、地域に普及を図っている。 

鹿沼南 

人と環境に優しい洗
浄剤開発 食料生産科 トマトタールの汚れを落とす地元特産の鹿沼土を利用した洗浄剤の作成に取り組み、人と

環境に優しい洗浄剤の商品化を目指している。 

Bonsai MIRAI Lab
（盆栽未来ラボ） 環境緑地科 地元特産品であるサツキの海外輸出、品種改良、サツキを使った癒し等によるセラピー効

果を研究している。 

小山北桜 

規格外果実を使用
したｱｲｽｸﾘｰﾑの開
発 

園芸科学科 規格外の梨やブドウを使用したｱｲｽｸﾘｰﾑを地元のｱｲｽｸﾘｰﾑ店と連携し開発に成功、商
品化した。 

門松の作製・販売 造園土木科 作製した門松を市役所に設置したり、販売を行っている。 

思川桜（地元の桜）
の挿し木育苗法の
研究 

造園土木科 思川桜の育苗は現在接ぎ木による方法のみだが、挿し木により育苗ができれば、生産効
率の良い育苗法として期待できる。 

栃木農業 

地域伝統野菜の普
及活動 

農業科・生活
科学科 地域の伝統野菜である「宮ネギ」の種の固定・配布と普及活動 

学校周辺遊歩道の
改修・整備と地域住
民との交流 

農業土木科 平成 27年に起きた関東集中豪雨で被害を受けた学校周辺の遊歩道の改修・整備と地 
域住民との防災・減災についてのワークショップ開催 

真岡北陵 
全国いちごサミット
への参加活動 全学科 

市と包括連結協定を結び、３月開催の全国いちごサミットに向け、運営委員として、生徒
代表が参加し、昨年度のプレイベントで開発商品の販売、プレゼン大会に参加した。今後
もイチゴ産業の持続的発展に貢献したい。 

那須拓陽  食品化学科 那須塩原市と共同開発の乳製品（ｷｽﾐﾙ）が、市内小中学生 1万人に給食で提供される。 

群馬 

勢多農林 

ＡＳＩＡＧＡＰ取得 植物科学科 
キュウリ、トマト、梨でＡＳＩＡＧＡＰを取得 構築した生産・流通についての仕組みを学習活
動に取り入れている。 

地域資源の保護活
動 

バイオテクノ
ロジー科 

藤岡市鬼石「冬桜」の保全、高山村「リンドウ」の品種改良、神流町「アワバタダイズ」「あか
じゃが」の生産に関する研究活動を行っている。 

農場ＨＡＣＣＰ取得 動物科学科 
高校では初となる農場ＨＡＣＣＰ（養豚）を取得。構築した生産・流通についての仕組みを
学習活動に取り入れている。 

技能五輪全国大会 緑地土木科 技能五輪全国大会の造園職種に１１年連続出場している。 

商品開発 食品文化科 製菓店と共同で「桑の葉パウンドケーキ」の商品開発を行っている。 

花繭の作品制作 グリーンライ
フ科 繭で花を制作し、コサージ、ブーケの作品に利用している。 

利根実業 

野生動物被害対策
研究 生物生産科 イノシシ・ニホンジカの研究を行い、被害対策として侵入防護柵などの開発を行っている。 

お米プロジェクト 生物生産科 地域ブランド米と本校生産米をセットにして『戦国米』の名称で販売し、マスコミより注目を
あびた。 

吾妻中央 

商品開発 生物生産科 ＪＡの農産物加工場とのコラボによる県育成品種を活用した商品開発及び販売 

地域交流 生物生産科 草花の栽培技術を通した花育、植花交流や、小動物を活用したふれあい動物交流などを
実施 

地域貢献 環境工学科 吾妻農業事務所農村整備課、美野原土地改良区と連携し、測量技術を活用して美野原
地区一帯の農業用水路、農道を含めた地形図作成、水路管理データベース作りを支援 

大泉 
茂林寺沼湿原の保
護活動 

グリーンサイ
エンス科 

茂林寺沼湿原は、湿原植物などの植生が豊かなことから、群馬県の天然記念物に指定さ
れている。近年外来植物であるキショウブなどの繁茂により、カキツバタの生息が脅かさ
れている。そこで、茂林寺沼湿原の保全のために、カキツバタの増殖と外来植物の除去
作業に取り組んでいる。 
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群馬 大泉 

特定外来生物から
サクラを守る～クビ
アカツヤカミキリの
調査と対策につい
て 

生物生産科 クビアカツヤカミキリの幼虫がサクラやモモといったバラ科の樹木を食害を与えている。ク
ビアカの被害を食い止め、サクラを守るために問題の調査と対策に取り組んでいる。 

山梨 

農林 県農大とに連携授
業 

システム園芸
科 学校設定科目「地域と農業Ⅱ」において、県農業大学校との連携授業を行う。 

笛吹 

中華民国（台湾）果
樹輸出販売実習 果樹園芸科 JA を通して特産のブドウシャインマスカットを現地へ輸出し商社を経由してデパートで販

売実習を行う。 

産学官連携事業・JR
八王子駅販売実習 

食品化学科・
果樹園芸科 

産（JR 東日本）学（笛吹高校）官（笛吹市）と連携し学校実習生産物の販売を JR 八王子駅
で連携販売を行った。 

Welcome笛吹 普通科・農業
科・総合学科 

笛吹市を訪れる観光客や笛吹市の皆様方が利用する道路に、ピンクのベゴニアが植栽さ
れたプランター280 個を生徒自身が作り、生徒や商工会により設置する事業で本年度は
国際ソロプチミスト山梨よりその活動が認められ表彰を受けた。 

静岡 

下田 南伊豆分
校 河津桜切り枝出荷 園芸科 

早咲き桜として全国的に有名な河津桜を、地域の農業振興の一つとして切り枝出荷する
試みを地元の JAや農業技術研究所と連携を図りながら進めている。 

田方農業 

有機 JAS認証 生産科学科 野菜、コメの有機栽培を通じて安心・安全な栽培を啓蒙している。 

静岡県版 GAP 、
HACCP認証 

動物科学科 畜産における静岡版GAPおよび乳製品の静岡県版HACCPの認証を通して生産管理工
程について学習している。 

富岳館 
「特産物育成で富士
宮に活力を！ 落花
生で Let'sら活性」 

生物生命系
列 高校生ボランティア・アワード 2018でももいろクローバーZ賞を受賞しました。 

静岡農業 

食育 食品科学科 子供会へのパン、菓子、ケーキ、麺つくり教室 

動物ふれあい訪問
活動 環境科学科 愛玩動物を飼育し、地域小学校、特別支援学校等を訪問し交流活動を行う。 

茶手揉み講習 生産流通科 
静岡市茶手揉み保存会の講師より講習を受け、茶手揉み技術を習得し伝統技術の継承
を図る。 

松葉プロジェクト 食品科学科 
三保松原の松葉の有効活用のプロジェクト研究、松葉商品開発、環境保全活動など産官
学協力し、地域貢献活動に取り組んでいる。 

地域交流 
生物工学部 
吹奏楽部 
生産流通 

市内の山間地域「大沢地区」で開催される「大沢縁側カフェ」において運営補助、静岡農
業農産物販売、コンサート活動等を行っている。 

教育機関とのワーク
ショップ 

環境科学・プ
ロジェクト班 

学習活動の成果を活かし教育教材を作成し、地域小学校放課後教室や科学館等で生徒
が指導者となりワークショップを開催 

ＪＧＡＰ、県認証の取
得 

生産流通科
（生産サービ
ス系列） 

ＧＡＰに取り組み、県認証を取得。ＪＧＡＰ取得へ取り組みをしている。 

ＡＩ農業への取り組
み 

生物生産科
（生産システ
ム系列） 

産官学連携により、ＡＩ（アグリインフォサイエンス）農業に取り組み、高校生用の栽培学習
コンテンツの作成に取り組んでいる。 

藤枝北 大地に学ぶ 総合学科科  
地域の特別支援学校高等部の生徒との交流活動で、田植えや稲刈り、また、生徒が教え
る側となり支援学校生徒に農業を教えている。 

磐田農業 

動物ふれあい体験
支援 生活科学科 羊の毛刈り体験、洗毛体験、羊毛加工体験を園児に体験支援を行った。 

耕作放棄地再生利
用 食品科学科 

地域の耕作放棄地を利用し、山ウドの栽培、加工、調理と干し芋用サツマイモの栽培、加
工に挑戦した。 

池と川の環境保全
活動 環境科学科 

市内の二つの池と一つの川にて定期的に、ＮＰＯ、市、県と連携して、草刈り、藻取り、ゴミ
拾い等の環境整備活動を行った。 

特産野菜の普及研
究 生産流通科 磐田市特産のエビイモの栽培、加工、商品開発を地元食品店と連携し行った。 

磐農メロン漬け商品
開発 生産流通科 

摘果した子メロンを利用した漬物を地元食品店と連携し商品開発し、県外の各種イベント
にて販売した。 

草花校内販売とバラ
園公開 

生産科学科 
環境科学科 

草花苗等を毎月 2回地域の方々に校内販売し、5月、１１月に校内バラ園を一般公開して
いる。 

市内美化活動 生産科学科 
市と連携し、市内 2 か所の公園に花壇の作製、管理を行い、駅前歩道にはプランターを
作製、設置、管理をしている。 

草花を活用した交
流活動 生産科学科 

幼稚園、老人福祉施設を訪問し、栽培した草花を活用し、押し花、寄せ植え等の体験支
援を行った。 

みかん狩り体験支
援 生産流通科 

本校みかん山にて、11月に近隣の幼稚園、保育園等約２０団体、１，０００人を対象に収穫
体験支援を行った。 

駅前軽トラ市への出
店 

生産流通科 
食品科学科 

市、商工会、商店街と連携し、年４回、駅前商店街で行われる軽トラ市に、子メロン漬けや
パン等を販売している。 
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静岡 

磐田農業 
園児農業・食育体験
支援 生活科学科 

幼稚園と交流し、年 7 回、野菜栽培、パン作り、カレー作り、ジャガイモ掘り、焼き芋作り、
餅つき等食農教育支援を行った。 

浜松湖北 湖北MAGIC 
普通科・産業
マネジメント
科 

普通科と産業マネジメント科（農業・工業・商業）の生徒が専門分野を活かして連携して「も
のづくり」と地域貢献などを目指す活動 

新潟 

長岡農業 高校間連携 全学科 長岡市内の専門高校（農業・商業・工業）が連携し、模擬株式会社「長岡ＣＡＴ」を設立し、
定期的に常設店を運営している。市内イベントなどにも積極的に参加している。 

加茂農林 SPH事業 全学科 HSJカリキュラムによる自立型地域リーダーの育成 
 ～協働的課題解決能力と自己教育力を兼ね備え、自ら未来を切り拓く人づくり～ 

石川 

翠星 

GROBALG.A.P へ
の取り組み 

総合グリーン
科学 

農学分野を学ぶ生徒が本校で栽培する「米」においてGROBALG.A.P認証取得へ向けた
活動を行っている。 

模擬株式会社として
の取り組み 

総合グリーン
科学 

食品科学分野を学ぶ生徒が「SUISEI FACTORY」という模擬株式会社を立ち上げ、地域
活性化へ向けた商品の開発・販売等の活動を行っている。 

七尾東雲 

環境保護活動・保護
研修 

総合経営学
科 

石動山ユリ苗・ササユリ苗の提供と希少植物の増殖研修 

里山環境保護活動 総合経営学
科 

七尾市八田地区の棚田保全活動 

2018 世界らん展日
本大賞 

総合経営学
科 

ディスプレイ部門 愛好家クラス 奨励賞  ハンギングバスケット部門 トロフィー賞 

能登高校 里山保全活動 地域創造科 地域資源コース(農業選択者・水産選択者）生徒が、毎年、地元の農事組合法人出向き､
里山再生のための活動に取り組んでいる。 

福井 

若狭東 
 地域創造科 薬草栽培から商品化に向けて地域企業と連携し研究している。 

 生活創造科 薬膳料理について専門家や地域の飲食店から意見をいただいている。 

福井農林 
福井農林高校 SDGs
宣言 環境工学科 

大学や地元企業と連携して、SDGs普及に関する取り組みを実施した。さらに、2019年７月
23日には全国の農業高校で初めてとなる「福井農林高校 SDGs」宣言を発表した。 

坂井 絶滅危惧Ⅰ類植物
の保全活動 

食農科学科
農業コース 

福井県に自生している植物の中で、絶滅危惧Ⅰ類に指定されているアゼオトギリ及びエ
チゼンダイモンジソウがある。 
これら植物の増殖法を模索し、保全活動の一助となるよう大学や三重県の農業高校と連
携しながら研究を行っている。 

長野 

下高井農林 伝統産業「小沼ほう
き」復活の取り組み 

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ
科 

３年地域資源活用コースは、地域の伝統産業である「小沼ほうき」に注目し、「小沼ほうき
振興会」とともに、商品化取り組むとともに、「ほうきサミット」を計画するなど情報発信を行
っている。 

須坂創成 

地域の緑化活動 環境造園科 
長野市内の自治区内のポケットパークの設置において、その在り方を自治区住民と造園
クラブ員が意見交換をしながら、住民が求めるポケットパークの在り方を一緒に考え、ポケ
ットパーク施工にも参加した。 

信州すざか農業小
学校 園芸農学科 

須坂市主催で応募による小学生が月 2回程度、年間約 12回、土曜日にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ農業者
から農業を学び、その指導アシスタントとして参加し、野菜、水稲の栽培に当たる。また、
学校で味噌作りの講座(１日)も担当する。 

高山村ワイン研究会 食品科学科 高山村が主催する研究会(生産・醸造･振興部門）に県外も含め募集により応募した会員と
ワイン産業の振興を目的に情報や技術の交流を行う。 

更級農業 親子ふれあい農業
塾 

グリーンライ
フ科 

地元 JA と連携して小学生とその保護者を対象に農業塾を開催。年 15 回講座を開講して
いる。 

佐久平総合技
術（浅間キャン
パス） 

小学校交流 食料マネジメ
ント科 

小学校3校とサツマイモ、落花生などの栽培を通した交流活動、搾乳体験、アイスクリーム
作りなどを通した交流活動を行っている。 

小学校交流 生物サービス
科 

小学校 2 校と花の栽培、駅への飾り付けなどの交流活動、動物とのふれあいや動物観察
などを通した交流活動を行っている。 

小学校交流 食農クリエイト
科 

小学校2校と稲作りを通した交流活動、ジャム作り、パン作りなどの食品加工を通した交流
活動を行っている。 

無農薬、減農薬栽
培 

食農クリエイト
科 

地域で昔、水田で小鮒や鯉を飼育していたが、これを引き継ぎ、水田で小鮒を飼育して
水稲栽培をしている。 

企業連携 食農クリエイト
科 地元の造り酒屋と連携して、酒米の栽培を行っている。 

上伊那農業 
畜産班 生物科学科 地域との連携（鹿肉の加工） 

ﾊﾞｲﾃｸ班 生物科学科 絶滅危惧種 アツモリソウの保護活動 

下伊那農業 

鹿革の活用 アグリサービ
ス科 

有害駆除された鹿の皮を使って、レザークラフト「下農レザー」のブランド化と販売 

料理コンテスト アグリサービ
ス科 

地元農業経営者グループや JA 等と連携し、テーマ食材に沿った料理の作成と入賞者の
披露 

各種料理検定 アグリサービ
ス科 

キュウリ・卵焼き・太巻き・おせち料理検定の実施 
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長野 

下伊那農業 

保育園との交流 
アグリサービ
ス科 

年間を通して保育園とのトウモロコシやサツマイモ栽培交流、ヤギとのふれあい目的の遠
足受け入れ。ベジコンへの応募 

人形劇フェスティバ
ル協力 

園芸クリエイト
科 

毎年 8 月に飯田市を会場に実施される「人形劇フェスティバル」において、会場装飾のた
めの花の提供と設置 

企業インターンシッ
プ 食品化学科 食品製造関係企業で、夏季休業中全員がインターンシップを行う。 

ワイン・シードルの
試験醸造 食品化学科 ヤマブドウワイン、リンゴを使ったシードルの試験醸造 

Honda エコマイレッ
ジチャレンジ 農業機械科 1 リットルのガソリンで何㎞走れるか競う大会に毎年出場 

販売活動 全学科 
JA 祭、病院祭等地域のイベントでの農産物販売。「ガールズマルシェ隊」を結成し、女子
生徒と女子職員による販売、PR活動を行う。 

塩尻志学館 
ワインのブドウ栽培
から醸造 

食品科学系
列 

講座名『ワイン製造実習』において、ワイン用ブドウの栽培から、醸造、販売まで実践して
いる。また、産学官連携も充実している。 

南安曇農業 

商品開発 
グリーンサイ
エンス科 食品加工品に関わる新商品開発 安曇野市との商品開発連携事業 ふるさと納税返礼品 

マーケティング塾 生物工学科 県内商業高校・松本大学と連携して商品開発。販売方法を学習（６次産業化） 

特別支援学校との
交流 

グリーンサイ
エンス科・生
物工学科 

果樹栽培、藍の栽培での交流 

出前授業 
グリーンサイ
エンス科・生
物工学科 

地域公民館や養護学校分教室、小学校、保育園、老人福祉施設における出前授業（りん
ご栽培・寄せ植え・ふれあい動物園） 

安曇野市連携事業 全学科 姉妹都市の東京吉祥寺での販売活動を実施 

建設系学科高校生
の就労促進事業 

環境クリエイト
科 

建設機械、型枠製作、鉄筋結束、現場見学会、測量講習会の実施 

学校開放講座 全学科 地域の方々を対象として、生徒が講師となり、様々な講座を運営 

信州安曇野田んぼ
アート 

環境クリエイト
科・生物工学
科 

環境クリエイト科の生徒は、測量技術を活かしたポイントの設置、生物工学科の生徒は、
田植えを実施 

愛知 

渥美農業 

スマート農業 施設園芸科 
最新の温室を立て、低炭素排出のもと、ＩＴ技術や複合温室環境制御をおこない、農産物
の生産を行う。 

6次産業化の取組 
食品化学科 
農業科 

未利用資源や独自栽培農産物を使用した商品開発をおこない、農産物を有効利用し、販
売までの 6次産業化をおこなう。 

農業担い手育成活
動 

農業科 
施設園芸科 

将来地元の農業を担う農業後継者の育成を図るため、農業改良普及課と連携し、農業後
継者自営予定者研修を行っている。 

安城農林 
地域の伝統野菜「金
俵マクワウリ」の普及
活動 

農業科 安城市の伝統野菜である「金俵マクワウリ」を栽培し、地域の小学生への出前授業や、地
域のイベントで研究成果を発表することによる普及活動を実践している。 

佐屋 

白鳥小学校キャリア
スクールプロジェクト
「草花教育 花を育
てる」 

園芸科学科 

小学生に草花の魅力を教え、種まき、鉢上げ、プランターへの寄せ植えまでの農業体験
を行う。 
また、作成したプレゼンテーションを活用し、出前授業を行うことで行事の組み立てや事
前準備の大切さを学ぶ。 

弥富文鳥文化継承
に向けた取組 生物生産科 

佐屋高校のある愛西市の隣、弥富市又八地区は、白文鳥発祥の地である。弥富に文鳥が
伝わったのは、江戸時代であり、農家の副業として白文鳥の繁殖が広まった。今でも「白
文鳥発祥の地」の記念碑や白文鳥のモニュメント、白文鳥にちなんで命名された｢白鳥小
学校｣など文鳥文化を示すものが多く存在する。 しかし現在、生産農家は残り２軒となっ
てしまい、どちらの農家にも後継者がいない。そこで愛玩動物専攻を設置する本校が弥
富文鳥文化を守る後継者となるべく活動を行っている。 

市江小学校農業体
験学習 

生物生産科 高校生による地域の小学生を対象とした農作業体験、圃場内の生物観察、育てた農作物
の試食等の取組を行い、食料や農業の大切さについて理解を深め収穫の喜びを味わう。 

新城東 作手校
舎 サギソウの調査研究 人と自然科 

サギソウは準絶滅危惧種に指定され、旧作手村の花であり、旧作手高校の校章でもあっ
た。その意思を引き継ぎ、自生地での調査研究、無菌播種技術での増殖、地域の中学校
への出前授業など地域に根ざした活動をしている。 

鶴城丘 

市民農園 ｱｸﾞﾘｻｲｴﾝｽ
系列 

校内に４０区画(各１６㎡)の農園があり、利用者と生徒が手紙を通して栽培の様子等につ
いて交流している。 

資格取得 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ
系列 企業の方を講師として招き、小型車両系建設機械の資格取得をしている。 

稲沢 

稲わら活用プロジェ
クト 

園芸科 
地域の稲わら細工職人に様々な稲わら細工指導を受け、学校で栽培したわらで全国でも
有名な「はだか祭り」に奉納する俵作りも行っている。さらに技術を伝承するため、わら細
工のマニュアル冊子も作成した。 

ふれあい農園 園芸科 
広報で募集した地域住民と露地野菜部専攻生３年生がコミュニケーションをとりながら農
業実習を行う。毎回生徒は、実習前に黒板を使って実習内容を参加者に説明した後、班
に分かれて実習指導を行っている。 
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愛知 田口 
高性能林業機械操
作体験 林業科 

地域設楽森林組合より高性能林業機械を演習林まで搬送して、講師として本校２年生全
員に操作体験をしていただく講座を農林水産事務所と連携して実施している。 

岐阜 

岐阜農林 

GAP認証支援 流通科学科 グローバルＧＡＰの取得・生徒が先生「地域農家へのＧＡＰ認証支援」 

地域特産品の栽培 園芸科学科 
本学科では温室の一つをトロピカル温室と位置づけ温室内で熱帯植物を育てている。中
でもマンゴーは、地域特産品の少ない北方町（学校の存在する自治体）の「ふるさと納税
返礼品」の一つに位置付けられている。 

規格外ニンジンを活
用したサイレージの
開発 

動物科学科 酪農専攻班の生徒が地域で出荷されずに大量に廃棄される規格外ニンジンを有効活用
し、サイレージにして乳牛に与え繁殖の改善につなげる取組み。 

里山の環境調査と
保護 森林科学科 

本巣市船来山の植生調査と分析を行い、里山の歴史や生物多様性と自然の関わり、循環
利用の学習を行っている。 

環境学習会 環境科学科 
地域の小学生と保護者を対象に、河川環境に生育、生息する生物の生態や環境との関
わりについて体験的に学んでもらっている。 

食料生産と環境保
全の両立 環境科学科 水田を生物の居場所としての機能を持たせて、付加価値を付けた農法の確立 

古墳測量 環境科学科 
船来山古墳群を測量し実態を図面化及び模型化して、国の重要文化財の指定を目指す
取組 

岐阜県農政部及び
本巣里山ジビエ会
等との連携 

食品科学科 

本巣市役所及び里山ジビエ会との連携により、シカの解体や枝肉への加工など実践的な
技術を生徒に習得させ、また、食品製造や総合実習といった科目で身につけた食品加工
技術を応用し、自分たちで解体した鹿肉を用いて様々な加工品を開発して、ジビエ産業
に対する生徒の理解深化と命の尊さについての意識醸成を図っている。 

微細藻類資源作物
の活用 生物工学科 イシクラゲを食品素材として、食品加工を目指して取り組んでいる。イシクラゲを練り込ん

だうどんを「おかのりうどん（製品名）」として広く発信することができた。 

大垣養老 

食用ひょうたんで地
域を救え！～瓢箪
倶楽部秀吉の挑戦
～ 

食品科学科 
養老町の特産品である瓢箪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ての地道な取り組み 

恵那農業 

次米みのり祭りの参
加 

園芸科学科 昔恵那の地で栽培したお米を朝廷に献上した歴史を再現したイベントに参加し、生徒が
田植え、稲刈り、踊りなどを行う。 

笠置山栗園植樹・収
穫祭へ参加 

園芸科学科 恵那市が取り組んでいる笠置山栗園における植樹祭や収穫祭、剪定講習会への協力 

JA ひがしみの農業
祭 

園芸科学科・
食品科学科 

地域の最大の農業イベントにおいて実習生産物の販売・エゴマパン、恵蜜の販売など本
校の実習製品や活動内容を紹介 

シクラメンの学校列
車 

園芸科学科 明知鉄道コラボしイベント列車を走らせている。イベントではシクラメンについての勉強会
や農家見学を行う企画 

シクラメンのオリジナ
ル品種の開発 

園芸科学科 シクラメンの新品種を開発し、地域の農家にも普及活動を行っている。 

有機キュウリ栽培 園芸科学科 キュウリ栽培において有機 JAS の認証を取得し、地域のスーパー等で販売する他、化粧
品の原料としても使用されている。 

世界ラン展への出
展 

園芸科学科・
園芸デザイン
科 

２０年前から東京ドームで開催される世界ラン展の出場しており、ディスプレイ審査部門に
おいて最優秀賞２回、優秀賞２回などを獲得している。 

絶滅危惧種保全活
動 園芸科学科 バイオ技術を用いた絶滅危惧種の保護活動を展開（サクラソウ、フクジュソウ、ヒゴタイ、ヤ

チシャジン、サギソウ） 

あじめこしょうを使っ
た商品開発 食品科学科 地元の伝統野菜あじめこしょうを使用したケチャップ「辛いケチャップあいこの味」や、ポッ

プコーン「あじポップ」の商品開発を行った。 

栗柄の有効利用 食品科学科 恵那市の特産品である栗きんとんの製造過程で出る栗柄の堆肥化や菌床に用いたキノコ
栽培などの有効活用する研究を行った。 

ハニープロデュース 食品科学科 耕作放棄地再生プロジェクトの推進のため、恵那市・建設会社・食品科学科の三者間で
協定を結びエゴマの栽培および商品化を行っている。 

ハニープロデュース 食品科学科 養蜂を行い、とれた蜂蜜を使い地元企業と連携して蜂蜜、パフェ、かき氷、食パンなどの
商品開発を行っている。 

空心菜による水質
浄化 環境科学科 中国野菜の空心菜を用い、阿木川ダム湖、名古屋の堀川、などの水質浄化のほか、仙台

で津波被害のあった田の塩分除去活動も行っている。 

棚田の保全 環境科学科 恵那市にある坂折棚田の保全活動を行っている。 

環境保全活動 環境科学科 
里山の保全活動として、企業と連携し活動雑木の整理伐、森林内の温度、湿度、照度、土
壌調査を行い森林内の環境を把握する活動 

フラワーロード 
園芸デザイン
科 恵那駅前の花壇や、公園の花壇装飾などを地域の住民と一緒に行っている。 

園芸福祉活動 
園芸デザイン
科 

施設の利用者の方々と一緒に鉢植えの制作や、アレンジメントの制作を行いながら園芸
福祉活動を行う。 

食農教育活動 
園芸デザイン
科 

食農教育活動では、近隣の保育園で、農業の役割や食料の大切さを子どもたちに教える
活動を行っている。 

 

 

 

都道府県 学校名 活 動 名 学  科 概   要 



岐阜 

郡上 

環境保護活動 森林科学科 
郡上市内には国や県の天然記念物として指定されている希少生物が生息し、その生態調
査や保護活動を行っている。 

ヨーグルト生産実習 食品流通科 
牛乳、砂糖、乳酸菌のみを原材料とした高度な発酵食品製造を実践しており、隔週で約
800個を生産し地域の小売店等で販売している。 

中津川市立阿
木 

クラウドファンディン
グ 生産科学科 

本校は農業生産額が少なく、施設設備も不足している。そのようななか耕作者不在
の水田の耕作を依頼された。耕作にあたり、農業機械の充実が必要とのことで、平
成 31年３月にクラウドファンディングにチャレンジし成功させた。 

地域の加工場を目
指して 生産科学科 

本校は中山間地に位置し、地域の農業も零細なところが多く、高齢化も激しい。そのような
なか、地域の農産物を活かした加工品を作り、農家の収入増に繋げようと取り組んでい
る。 

三重 

相可 

バイオマス産業のま
ちづくりを目指して 生産経済科 バイオマスプラントを秋田県立大学から移設し、食品残渣から得られるバイオマス消化液

を液肥として農業利用する調査・研究を行っている。 

コスメ商品開発で地
域貢献 

生産経済科 
地域農産物を使ったコスメ商品の企画・開発を地元製薬会社と協働で行っている。みか
ん、伊勢茶、小豆などの農産物でハンドクリーム、乳液など現在までに１2 商品を開発し販
売している。 

伊賀白鳳 

保育園との交流 生物資源科 地域の保育園児とのサツマイモ掘り体験交流 

寄せ植え教室 生物資源科 地域の人々に対しての寄せ植え教室 

いきいき未来いが 生物資源科 男女参画フェアへの実習物販売での参加 

猪肉味噌の商品開
発 

フードシステ
ム科 地元企業とのコラボで猪肉味噌の商品開発 

そば打ち体験 
フードシステ
ム科 全国そば打ち選手権への参加 

滋賀 

長浜農業 

ＩＣＴを活用した分娩
学習 農業科 

ＮＴＴドコモのサービス「モバイル牛温恵（体温センサーを用いた母牛の遠隔管理サービ
ス）」を導入し、分娩兆候をスマートフォンで確認し、スムーズな分娩への対応をおこなっ
ている。 

地域伝承野菜の研
究 

農業科 滋賀県湖北地域（湖北町尾上）で古くから栽培されている尾上菜を後世に伝承する研究
活動を長浜市や長浜バイオ大学と一緒におこなっている。 

在来そばの研究 農業科 
そばの発祥の地ともいわれる滋賀県米原市（伊吹地域）で栽培されている伊吹そばに関
する研究を米原市と協力しておこなっている。またそば打ちの技術を習得し、そばの普及
活動にも力を入れている。 

花育活動 園芸科 高校で栽培した花苗を活用し、地域の公民館や地元ＪＡが主催する寄せ植え講習会に講
師として参加して、寄せ植えのコツや管理方法について指導している。 

ジビエ普及活動 食品科 
地元猟友会と協力し、山の厄介ものであるジビエを普及させる活動。地元のイベントや校
内の販売会などで、老若男女が食べやすいレシピを研究し、食べてもらい認知度とおい
しさを広めている。 

長浜市特産品開発 食品科 
長浜市と産・官・民が運営している研究農場で栽培されたトマトを活用し、市内にある３高
校が協力して新商品を開発、プロデュースしている。 

湖南農業 

地域循環型農業 農業科 
琵琶湖に大量繁茂し駆除処理が問題となっている水草に着目した。そこで、琵琶湖と共
に共存できる新たな農業技術の開発を目指して、研究を行っている。 

地域特産の野菜を
活用した新商品の
開発 

食品科 
草津市特産のアスパラガスとメロンを活用した新商品の開発を行った。 
アスパラガスではホットドッグ、メロンではジャムを製作した。それぞれ PR 活動やアンケー
トを実施し、製品化に向け取り組んでいる。 

地域の伝統花の技
術継承と普及活動 花緑科 

草津市の伝統花であるアオバナ農家が減少している。このままでは地域の伝統産業が絶
えてしまう。そこで、アオバナの栽培や加工技術の発展、商品開発を行うとともに、伝統産
業を守るために活動をしている。 

八日市南 

ﾑﾗｻｷ・６次産業化ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄ 農業科  令和の元号で注目されている「万葉集」額田王と大海人皇子の相聞歌の舞台となった蒲

生野の御料地で栽培されていたとされるﾑﾗｻｷの栽培・普及活動です。 

八南ﾚｽﾄﾗﾝ・政所茶
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 食品科 東近江／本校で栽培した食材を使った地産地消の高校生ﾚｽﾄﾗﾝの取り組みと地域の特

産だが、生産量が限られた政所茶の復活の取り組みです。 

暮らしのﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ 花緑科 愛知川河辺林の保全活動や学科で学んだ知識と技術を生かした花育活動、水路の水を

使った小水力発電による公園の街灯の電力供給などの取り組みです。 

京都 

北桑田 

地域の森林整備 森林リサーチ
科 

地域山林の台風による倒木被害状況をドローンを用いて調査し、倒木を除去し、不通に
なった林道開設や森林回復の手助けを行なう。 

海外研修 森林リサーチ
科 

本年度入学生の２学年次に中国陜西省西安市を訪問し、陜西師範大学の学生と環境を
テーマに交流する。 

久美浜 松林再生プロジェク
ト 

総合学科生
産科学系列 

７年前より松枯れの被害が多い浜辺に本校で種子から育成した松苗を植え、その後継続
して管理している。 

農芸 

京都府国際水準
GAP モデル農場設
置事業 

農産バイオ科 京都府国際水準 GAP モデル農場設置事業の指定を受け、野菜コースがトマトで
GLOBAL G.A.P.認証を取得し、モデル農場としてGAP普及の拠点となっている。 

農業農村アプレンテ
ィスプログラム 環境緑地科 

農業土木コースが南丹広域振興局と連携し、土地改良施設などの現場で「ほんまもん」の
技術を伝えるプログラムを実施している。 
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京都 

綾部 即売会 
農業科・園芸
科・農芸化学
科 

学校での活動を地域の方々に知っていただくため、また喜んでいただくため週に１回学
校での即売会、年に２回地域商店街での販売会、年に１回学校で大規模な販売会を行っ
ている。 

桂 TAFSプログラム 

植物クリエイト
科 

課題研究授業「TAFS」を開講し、学科と学年の枠を取り払った研究室を構成し、３年間連
続した探究活動を行っている。 

園芸ビジネス
科 

課題研究授業「TAFS」を開講し、学科と学年の枠を取り払った研究室を構成し、３年間連
続した探究活動を行っている。 

大阪 農芸 

大阪伝統鴨産業の
復活と振興 

資源動物科 農芸鴨のブランド化、企業連携による商品開発と普及活動により大阪鴨産業の復活と振
興をめざす。 

大阪伝統葡萄産業
の復活と振興 

ハイテク農芸
科 

企業連携による葡萄新品種開発支援により大阪伝統の葡萄産業の復活と振興をめざす。 

兵庫 

篠山東雲 地域活性化 地域農業科 放置竹林の竹を利用した取り組み（近隣バス停の改修や新商品開発等）や地元廃校小学
校跡にガーデニング等を地元の方と実施 

氷上 学校設定教科「丹波
学」の設定 

全学科 

 「地域未来・１単位」と「起業経営・２単位」を設定し、6 次産業（化）に関する学びを行う。
この授業は 3学科同時に展開し、各学科が協力しながら年間の学習を進めて行く。講師と
して地域の若手企業家や卒業生などを招きながら、商品開発の手法などを学び、型作っ
て行く。最終的には、課題研究において現物を作って行き、地域に高校生のアイディアや
商品を売り込んでいく。 

山崎 地域貢献活動 森林環境科
学科 

里山整備で、地域の子供から高齢者に体験の場を提供し、自然とのふれあいや炭焼き等
の伝統農村文化を継承する活動に取り組んでいる。 

播磨農業 

乳牛改良活動 畜産科 
乳牛の増殖と改良として受精卵移植技術があるが個体差が問題となっている。その問題
を解明し、BCS と優勢卵胞除去を用いることで効率よく数多くの受精卵確保が可能となり、
地域の酪農家への受精卵提供拠点校となっている。 

フランスの農業高校
との連携 全科 ＥＵとのＥＰＡに伴い、フランスの農業高校と姉妹校を締結し、今後相互に交流を行う。 

但馬農業 被災地の仮設住宅
へ草花を！ 農業科 農産物の販売活動等を通じて、地元の方々および生徒･職員に発送費用の支援協力を

お願し、２月にプリムラ・ポリアンサを仮設住宅へ届け心の絆を深めている。 

有馬 

来園者に自然環境
の魅力を伝えるため
の夢プログラムの企
画・実施 

地域自然保
護 

学校設定科目地域自然保護では平成 22年度より県土木事務所、県立人と自然の博物館
と連携し、県立有馬富士公園をフィールドとした「来園者に自然環境の魅力を伝えるため
の夢プログラムの企画・実施」を展開している。 

淡路 

ハマビシ保護栽培 総合学科 絶滅危惧植物の「ハマビシ」が近隣の浜に生育している。そのハマビシを保護、増殖する
活動を行った。 

掻い掘り 総合学科 水産業と連携し、ため池の水と一緒に溜まった泥なども海へ流すことにより、海の栄養価
を高め、海苔の品質向上に取り組む。 

佐用 

小学生農業学習・体
験交流支援 

農業科学科 小学生の農業学習・体験交流支援として、サツマイモ、イネ、ダイズの栽培をはじめ、自然
学校の農業体験プログラムの指導を学科生徒が主体的に実践している。 

伝統工芸品紙すき
技術の継承と研究 

農業科学科 皆田和紙保存会と連携して和紙材料の栽培・研究、伝統工芸品「皆田和紙」の紙すき技
術の継承を行っている。 

花と元気を届ける東
日本復興支援ボラ
ンティア 

農業科学科 
震災発生の翌年から被災地の仮設住宅を訪問し、生徒が栽培した花の植栽と元気を届け
る交流・支援活動を行っている。現地での活動には家政、普通科の生徒も参加する。 

農業 

ひょうご安心ブラン
ドの取得 農業科 兵庫県独自の食品認証制度である「ひょうご安心ブランド」の認証取得（夏秋トマト） 

園芸療法の活用 園芸科 特別支援学校や介護施設と交流し、園芸療法の一環として寄せ植え講座などを実施 

動物バイオテクノロ
ジーを利用した「但
馬牛」「神戸ビーフ」
の増産 

動物科学科 兵庫県農林水産技術総合センター、ＪＡ等と連携した「但馬牛」、「神戸ビーフ」の生産基
盤を強化 

鷹を活用したイベン
ト 動物科学科 調教した鷹を活用したバードショーをイベントで披露 

ひね鶏を活用した
肉加工品の開発 食品科学科 地域のひね鶏を有効活用するために、３種類の肉加工品を開発して地元の販売所で販

売 

ドブガイの増殖とた
め池の浄化 

農業環境工
学科 学校周辺に隣接するため池群の水質浄化に向けたドブガイの増殖 

イチジクのウイルス
フリー苗作出 生物工学科 兵庫県立農林水産技術総合センターと連携したイチジクのウイルスフリー苗の作出 

先進機器を活用し
た授業展開 生物工学科 電子顕微鏡・リアルタイムＰＣＲ・高速液体クロマドグラフ等の先進機器を活用した専門科

目の授業展開と研修の実施 

奈良 磯城野 

「ココニワ」アプリの
開発 

環境デザイン
科 

スマホで奈良の庭園「依水園」を案内する観光アプリを開発した。現在は、吉野山「竹林
院」を案内する観光アプリの開発に取り組んでいる。 

直売所「しきの  彩
（いろどり）」の運営 

農業科学科・
施設園芸科・
バイオ技術
科・環境デザ
イン科 

起業家精神の育成を目的として、模擬株式会社を設立し、火曜日の放課後を中心に定期
的に学校生産物の販売をしている。 
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奈良 

磯城野 

大和野菜の普及活
動 

施設園芸科 
バイオ技術科 

大和野菜を校内で栽培し、販売・出荷、さらに大和野菜を加工した商品開発や、イベント
を実施している。「大和野菜列車」の運行や生産農家との連携活動へと発展している。 

高品質な鶏肉・豚
肉・鶏卵の開発 農業科学科 県内事業所と連携し、高品質な鶏肉・豚肉・鶏卵の生産に取り組んでいる。 

五條 賀名生分
校 

全国募集 農業科 
平成 30 年度より、寮を完備し、全国募集を行う。地域で就農する生徒の育成を目的とし、
地域農家や事業所での実習を多く取り入れる。 

北海道現場実習 農業科 
５４年目をむかえる行事で、余市町の農家（ブドウ・リンゴ･オウトウなど）に分宿し、寝食を
共にしながら、10日間作業を行う。 

和歌山 有田中央 アグリ☆スマイル 総合学科 
高校生校内模擬カンパニー「アグリ☆スマイル」という会社組織を作り、農業クラブ活動を
通して地域に貢献する実践的な取り組みを行い、地域で活躍できる人材となる力をつけ
ている。 

鳥取 

倉吉農業 

スーパー農林水産
業士を育成 生物科 

就農を目指す生徒で、認定プログラムを修了し、特に成績優秀な生徒を「スーパー農林
水産業士」として鳥取県が認定するものである。食の 6 次産業化プロデューサー認定と長
期インターンシップの修了が課せられている。 

良食味米生産プロ
ジェクト 

食品科 
「第 9回全国農業高校お米甲子園」において 4年連続となる金賞を受賞した。また、第 12
回「あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト in庄内町」における高校部門で 4年連続と
なる優秀金賞を受賞した。 

鳥取県版 HACCP
認証 食品科 

県版ＨＡＣＣＰ認証「ウインナーソーセージ」と課題研究で商品化した「猪肉加工製品（猪
ウインナーソーセージ）」が、鳥取県の公立学校では初となる「鳥取県版ＨＡＣＣＰ」に認証
された。 

イノシシレトルトカレ
ー商品化 

食品科 農作物を荒らすイノシシの駆除後の活用方法について研究し、イノシシ肉を使用したカレ
ーのレシピを考案し、食品製造会社と共同開発したレトルトカレーの商品化に成功した。 

ＪＲ倉吉駅「おもてな
し庭園」整備 環境科 

ＪＲ倉吉駅周辺の美化について駅北花壇の年 2回の植栽、おもてなし庭園の作成と 
管理、駅構内へのプランターの設置、年末にはパノラマ門松制作も恒例行事となっ
ている。 

鳥取湖陵 

イチゴ「とっておき」
栽培プロジェクト 

食品システム
科 

鳥取県が作出したイチゴの新品種「とっておき」の普及拡大に向け、栽培体系の確立を探
求 

県版ＨＡＣＣＰ認証 食品システム
科 

食品科学コースの生徒が製造・販売している福神漬が食品衛生管理基準（県版 HACCP）
に認証された。 

智頭農林 

ちのりんショップの
開催 

ふるさと創造
科 

年に９回ほど、地元の商店街の一角を貸し切って、本校の生産物、加工品などの販売を
行う。 

智頭宿魅力アップ
プロジェクト 

森林科学・生
活環境 智頭町の町並みを維持することを目的とし、格子や藍染のれんを製作し、提供している。 

緑を取り戻すプロジ
ェクト 森林科学科 演習林において、生物多様性の保全と土砂崩壊防止を目指してススキを植え、草原復元

の研究をしている。 

藍の様々な活用 生活環境科 藍を染料としてだけでなく、食用として活用できないか研究している。 

島根 出雲農林 

北山山地の裸地の
回復 植物科学科 

シカに樹木が食害され裸地になった場所に、食害されにくいアブラギリをバイオテクノロジ
ーよって大量増殖し、植樹する。 

シャインマスカットの
販路拡大 食品科学科 

ＧＧＡＰ認証を受けて栽培されたシャインマスカットを2020東京オリパラへ提供し、さらにヨ
ーロッパへ輸出する。 

出雲コーチンの復
活 動物科学科 

幻の鶏「出雲コーチン」を復活させるとともに、交雑による良質な食肉生産、愛玩動物とし
ての利用、種の保存に関する研究を行っている。 

広島 

沼南 イグサプロジェクト 園芸デザイン
科 

広島県東部の伝統産業である“備後畳表”に関わる歴史と文化・技術を後世に継承するた
め、畳表の原材料となるイグサ“せとなみ”の栽培を行っている。外部講師の授業、ボラン
ティア活動、商品開発等を行っている。 

庄原実業 

果実の海外販売 生物生産学 
科 

ＡＳＩＡＮ ＧＡＰ認証を得た果樹（梨，ブドウ）を海外で販売、またオリンピック・パラリンピッ
クの食材として提供するよう取組を行っている。 

管内後継候補者研
修会 

生物生産学 
科 

庄原市、県畜産課などと連携し、平成25年から継続して年間７回程度を目途に研修会を
継続して行っている。地域和牛調教、管理技術の伝承を継続して行うことができた。 

肉用牛経営研究室 
生物生産学 
科 

日常管理と和牛調教の活動 種牛のしばふく号（父＝３柴沖茂、母の父＝安茂勝）が第11
回全国和牛能力共進会第7区総合評価群（種牛の部）の一頭として出品され、優等賞８席
を得ることができた。 

庄原保育所とのサツ
マイモ交流学習 

生物生産学 
科 

学校設定科目「生物生産学基礎」の授業でサツマイモ栽培を庄原保育所の年長組に指
導する。 

庄原小学校との稲
作交流学習 

生物生産学 
科 農業実践研究の科目「作物」の授業で稲栽培を庄原小学校５年生に指導する。 

ドローンによる飼料
栽培の省力化 

生物生産学 
科 

ドローンを用いて２番草以降に追肥の液体散布をドローンで実施することにより、飼料栽
培の省力化を図る。 

ウルシ苗の栽培体
系の確立 環境工学科 ウルシの品種名「丹波１号」の苗16本植え付け、そのうち14本発芽、それらの生育調査を

実施している。 

経済産業省『未来

の教室』実証事業 
受講希望者 「農業×ＩｏＴ＆ＩＰＭ」をテーマとしたプログラム学習の実施 
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広島 庄原実業 里孫サロン 生活科学科 施設利用者との交流を目的とした、高齢者と子ども達による交流の機会を設ける取組 

岡山 

高松農業 

高農環境を考える
会 

農業クラブ専
門部会 

岡山市と連携し、平成 15 年度より絶滅危惧種「スイゲンゼニタナゴ」の保護・調査活動に
取り組んでいる。平成 26年度に開催された ESD国際会議岡山大会にも参加した。 

郷土芸能部 
農業クラブ専
門部会 

「あっ晴れ！おかやま地域文化奨励賞」を高校生としては県内初めて受賞。 
倉敷天領太鼓の流れを組んで長年地域に伝承されている最上太鼓の公演活動に取り組
んでいる。 

有機 JAS認定による
水稲・野菜生産 

農業科学科 
アイガモ農法より効率的なアイガモ・どじょう農法を検証しながら、高品質米の生産に取り
組んでおり、今年度もお米甲子園へ挑戦する。また、海外研修生と有機農法を通して交
流を図っている。第 12回食育推進全国大会 inおかやまへ出演 

乳牛研究会 畜産科学科 
乳牛共進会に出場し、将来の酪農家としての資質を高める。第 14 回全日本ホルスタイン
共進会後代検定娘牛の部で入賞して高校枠全国トップ、リードマンコンテスト３年生の部
でベストリードマンを受賞した。 

合同会社高農くす
のきカンパニー 

農場全体 合同会社高農くすのきカンパニーは、起業学習の一環として平成２７年１月に設立した。
農家や企業と連携し、６次産業化の実践的な学習をする。 

勝間田 企業連携 食品科学科 
企業スコレからの依頼で、ドラゴンフルーツジャムを食品科学科が製造研究し、よりおいし
い成分配合を開発し商品化した。岡山市商工会議所の「おかやま果実賞」受賞し、東京ビ
ックサイトで開かれた「グルメ＆ダイニングショー」に出展した。 

新見 千屋牛の伝統調教
技術の伝承 生物生産科 千屋牛の伝統調教技術である和牛の碁盤乗りを継承し、地域の催事等において披露して

いる。 

興陽 

農業女子プロジェク
ト 

農業科 
農業女子のサポーターズとして参加。年３回のマルシェや勉強会に参加。農業女子フュ
ーチャーズとして女子生徒をイベントに参加させ、校了して関係作りとしている。その縁も
あり、農業女子の方の事業所に就職し、就農している。 

スマート農業 農業科 

先進技術であるスマート農業に積極的に取り組んでいる。ドローンによる圃場の撮影から
土壌分析、その結果をもとに、GPS 付・可変施肥装置付田植機による適切な圃場管理を
行っている。また、スマートフォンを使ってビニールハウスの遠隔制御（側窓・換気扇制御
による温度管理・センサーによる灌水制御）を生産農家に導入できるように研究に取り組
んでいる。 

井原 

井原デニムによる地
域活性化事業 園芸科 

「D#プロジェクト～ハートフルデニムバッグ製作～」井原市内の小学 1 年生に入学記念と
して贈るデニムバッグを園芸科が綿の播種から収穫まで担当している。綿からデニム生地
までを地域企業協力のもと、家政科が縫製を担当している。 

井原市花づくり友の
会と連携したキク栽
培 

園芸科 
挿し芽から開花・親株養成までの一連の流れを実際の栽培を通して学び、菊花展への出
展だけでなく校内菊花展なども行うことで、地域の活性化を目標としている。 

ハッピー園芸講座 園芸科 地元ケーブルテレビと連携し、草花や野菜、ラン等の管理方法や園芸の魅力を収録し
て、放映している。 

真庭 

ミニパプリカの栽培
推進 生物生産科 真庭市が取り組む「小規模農家支援事業」に協力してミニパプリカ『パプ丸』の苗生産、栽

培管理方法を研究している。 

ミニパプリカの加工
研究 食品科学科 生物生産科と連携して栽培、収穫したミニパプリカの加工品開発に取り組んでいる。 

ジビエ製品開発 食品科学科 猪肉を利用した発酵調味料の開発とそれを利用した二次加工品、ランチメニュー等を開
発し、販売や地域での試食会に取り組んできた。 

高梁城南 キャンドルナイト in
高梁 環境科学科 高梁市内の高校・大学に呼びかけ、廃油キャンドルを作成・点灯する環境イベントを協同

開催した。今年で 11年目を迎える。 

山口 

田布施農工 

フラワーアレンジメ
ント 生物生産科 授業において２・３年次に計４単位で本格的な学習をしており、プロとして最低限必要な技

術の習得を目指し学習を行っている。 

グルテンフリーの米
粉パン開発 食品科学科 誰もが安心して食べることができるグルテンフリーの米粉パンを開発に取り組んでおり、最

終的には、防災備蓄として役立てていただけるような商品を目指している。 

清酒製造 食品科学科 
昭和 30 年から熊毛杜氏の養成と蔵人の育成のために醸造科が誕生し、以来、農芸化学
科や食品科学科と科名変更をしながらもお酒造りは伝統として受け継がれており、現在、
日本で唯一清酒製造の技術を学ぶできることができる学校である。 

どぶろく製造 
食品科学科
（農業研究部
酒造班） 

田布施町はどぶろく特区の指定を受け、本校としてもどぶろくの製造に関する研究を始め
た。製造する中で、全国のどぶろくに関する課題や問題点を調査し、改善に向けて研究
をするとともに特区の方々を対象とした講演などを行い好評を得ている。 

庭園の設計・施工 都市緑地・環
境土木科 

科目「造園技術」にて、割り当てのスペースに思い思いの庭園を作り、農工祭にて地域の
方に品評してもらっている。 

山口農業 

畜産農家との連携 生物生産科 無角和種の飼養状況・流通について 

フラワー技能士によ
る講習 生物生産科 フラワー装飾の資格取得について 

小学校との交流学
習 生物生産科 草花装飾について 

小学校との交流学
習 生物生産科 家畜とのふれあい活動について 

小学校との交流学
習 生物生産科 イネの栽培について 
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山口 

山口農業 

小学校との交流学
習 生物生産科 果樹の糖度について 

小学校との交流学
習 生物生産科 サツマイモの栽培について 

農林総合技術セン
ターとの連携 生物生産科 肉用牛の審査方法について 

農林総合技術セン
ターとの連携 生物生産科 ブドウの研究成果報告会への参加 

農業大学校との連
携 生物生産科 GAP認証取得に向けて 

全国農業高校収穫
祭 食品工学科 全国農業高校収穫祭への参加 

農業大学校との連
携 食品工学科 農業大学校生向け研修会の実施 

大学農学部との連
携 食品工学科 農産物産地の新規開拓に関する研究について 

専門学校との連携 食品工学科 製パン実習の実施 

地域農家との連携 食品工学科 加工品原料の協力（長門ゆずきち） 

地域農業法人との
連携 食品工学科 加工品原料の協力（イチゴ） 

専門学校との連携 生活科学科 パティシエの仕事の紹介と製菓実習の実施 

大学との連携 生活科学科 昔の遊びについて 

国際交流員との連
携 生活科学科 食文化と料理について 

地域人材の活用 生活科学科 着物着付け教室 

マイスターの活用 生活科学科 日本料理教室の実施 

保育協会との連携 生活科学科 保育の仕事についての講義 

病院との連携 生活科学科 排泄介助について 

総合支援学校との
連携 生活科学科 家畜とのふれあい体験の実施 

専門学校との連携 環境科学科 CAD演習 

県農林水産部との
連携 

環境科学科 林業への就業について 

国土交通省との連
携 

環境科学科 事業紹介、座談会の実施 

県土木建築部との
連携 

環境科学科 建設ゼミナールの実施 

地域工務店との連
携 

環境科学科 木材の魅力や供給システムについて 

大津緑洋 

ハマユウの保護活
動 

生物生産科・
生活科学科 

ハマユウの自生地の北限になっている。ハマヨトウの防除から活動が始まり、現在では草
刈りなどの保護活動を行っている。 

直売所の運営 生活科学科 １週間に１回、科目「グリーンライフ」で直売所を運営している。販売する農産物は、各部門
で生産したものである。 

萩 奈古分校 清が浜鳴き砂ボラン
ティア 

総合学科 鳴き砂の保護活動 

徳島 

城西 阿波藍の伝承 植物活用科 阿波藍の栽培から染色、商品開発、販売を一貫して行う６次産業化と染色の伝統技法を
用いた各種交流活動 

城西 神山校 

国際交流 造園土木科.
生活科 

オランダ交流 ８月留学、１０月受入 

孫の手プロジェクト 造園土木科.
生活科 

神山町の高齢者の困り事を有償で解消している。 

アドプトザハイウェ
ー 

造園土木科.
生活科 

通学路の清掃活動 

神領ユリ保護活動 生活科 希少植物の保護活動 

お弁当プロジェクト 生活科 地元企業と連携した地産地食に拘った食品加工づくり 
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徳島 

城西 神山校 

どんぐりプロジェ口 造園土木科 神山町の在来種を種から育て集合住宅に移植していく取組 

神山森林ビジョン 造園土木科 林業後継者不足解消と森林保全活動 

森林女子部 造園土木科.
生活科 森林の魅力を PR、町産材を使った商品開発と、ＳＤＧｓへの取組 

小松島西 勝浦
校 

香酸柑橘｢阿波ユコ
ウ｣商品開発 応用生産科 阿波ユコウの栽培から商品開発、販売を一貫して行う６次産業化プロデュース事業：県南

高校(農･工･商)連携交流活動 

野菜ふれあい教室 応用生産科 地元小学校との学校地域協働活動・野菜づくりをとおした交流･連携活動 

阿波藍生葉染め 園芸福祉科 
阿波藍の栽培から染色、商品開発、販売を一貫して行い、生葉染め技法を用いた各種交
流活動 

阿南光 
イシマササユリ保護
活動 

総合学科＆
産業創造科 絶滅危惧種「イシマササユリ」の保護増殖活動を 33年間取り組んでいる。 

池田 三好校 
夏秋イチゴの栽培と
利用 食農科学科 生産者・企業・大学と連携したイチゴの周年栽培研究とイチゴワインの開発 

吉野川 

養蚕学習と藍染め
実習 生物活用科 

規格外のいびつなものや汚れた繭玉の有効活用の方法として、地元大学との連携を通じ
て、繭を藍液や草木染めにして繭花リースを制作した。 

押し花アートが提案
する地域貢献 生物活用科 

押し花を利用し地域の方々との活動を充実させるとともに、押し花の魅力を全国に発信し
ていく。 

モチ麦の有効活用 農業科学科 モチ麦の有効活用 

那賀 

ドローン学習 森林クリエイト
科 

平成２８年度より、町と連携し林業分野等におけるドローン運用方法について学習してい
る。 

地域の特産物・伝統
技術伝承 

森林クリエイト
科 

地域の特産物である「木頭スギ」の有効活用や、伝統技術である「拝宮和紙」製作技術伝
承について学習している。 

香川 

農業経営 

主基斎田お田植ま
つり 

全学年 
伝統文化の伝承を目的に、大正天皇即位の大嘗祭に新穀を奉納を与った主基斎田で、
町無形文化財「主基斎田お田植まつり」に本校女子生徒が早乙女や踊り子として参加す
るとともに、本年度は耕作者として男子数名が加わった。 

地域農業学習 ２年全学科 
２年生の希望者を対象とし、生徒の居住地を担当する農業改良普及センターと連携し、地
域の先進的な農家や農業法人での見学研修を実施している。 

先端農業実施研修 ２・３年全学科 
２・３年生を対象に学科や専攻に応じた企業や研究機関を訪問し、進んだ農業技術を学
ぶ研修会を実施している。 

外部講師により技術
指導 ３年全学科 

各専攻学習の深化を図るため、外部講師（地元菓子店、企業専門職員等）を招聘し、実践
的な技術を学んでいる。 

保育所との交流活
動 3年全学科 地元の保育園児を農場に招き、イモのつるさしや収穫体験を実施している。 

ふれあい動物園 ２・３年動物科
学科 

移動動物園として地域の文化祭に参加。高齢者福祉施設の入所者や地元の保育園児・
特別支援学校等の児童・生徒を農場に招待して、動物（ポニー・イヌ・ウサギ等）とのふれ
あい体験を実施している。 

笠田 プロを講師とした授
業 

２年食品科学
科 

食品科学科は酒類試験製造免許を取得しており、清酒醸造実習のときに、地元の川鶴酒
造より講師を招聘し、実践的な技術や知識を学んでいる。 

愛媛 

野村 

北海道ファームステ
イ 

畜産科 2 年生が 9 月下旬に 8 泊 9 日で北海道黒松内・札幌から千歳の農家にインターンシップ
（主に酪農家）で実施 

移動動物園 畜産科 地域イベントにポニー・ヤギ・ウサギを連れて行き、ふれあい動物体験、ポニー乗馬等を
する。 

宇和 お遍路さん甘酒お
接待 

生物工学科 四国巡礼のお遍路さんに農場で栽培した宇和米を原料とした甘酒を製造し、お接待活動
として無料提供している。年 12回の実施予定 

大洲農業 大農蕎麦ーズ 食品デザイン
科 

地元の食材である蕎麦を利用した地域の伝統食の保存・普及活動 

上浮穴 

クロモジ 森林環境科 愛媛大学森林化学研究室との連携 

クロモジ 森林環境科 介護老人福祉施設と「香り」が認知症を軽減することができるか。 
松山のホテルで「香り」の普及試験 

クロモジ 森林環境科 森林総合研究所との連携 

林業インターンシッ
プ 森林環境科 １・２年生、久万町内の森林見学やチェーンソー実習、刈り払い機などの使用について 

希望者 森林環境科 林業従事者による講演 

園芸班 森林環境科 園芸班による地域イベントでの野菜、花の販売実習 

園芸班・クロモジ 森林環境科 特産品（トマト）を利用した加工品開発、クロモジウォーター・オイルの利用研究 

園芸班 森林環境科 園児・小学生に普及活動 
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愛媛 

上浮穴 

園芸班 森林環境科 トマト、サツマイモの定植、収穫 

カホン制作・演奏、
豆腐製造 

森林環境科 保護者、地域に希望者を募り、実施 

園芸班 森林環境科 幼稚園、小学校、役場など地域に花苗の販売 

フラワーデザイン・
木材加工 森林環境科 フラワーデザイン・木材加工を実施 

久万高原町 森林環境科 林業や園芸、作物、クロモジ等での連携 

園芸班 森林環境科 トマト、サツマイモの定植、収穫 

郷土芸能部 森林環境科 久万五神太鼓の演奏活動 

丹原 
ブドウでのGLOBAL 
G.A.P.認証取得と海
外輸出 

園芸科学科 
ブドウでGLOBALG.A.P.認証取得をしている。シャインマスカットとピオーネを台湾に輸出
し、生徒も渡航し台中市の裕毛屋で販売プロモーションを実施した。今年は、普通科の生
徒を含めた 20人で台湾研修を実施し、ブドウの販売プロモーションを行う予定である。 

西条農業 

中山間地域でのパ
パイヤ栽培 食農科学科 

中山間地域でパパイヤの栽培を普及させることで、鳥獣害による被害の少ない農業の確
立を目指す。 

石鎚黒茶の栽培と
製造・普及 食農科学科 

全国でも珍しい２段発酵によりつくられる、石鎚黒茶の栽培・製造技術の継承と普及活動
を行う。 

棚田保全活動 食農科学科 市内千町地区にある耕作放棄が目立つ棚田での、稲作など保全活動の実施 

特産品を使った商
品開発 

食農科学科 西条市の特産物であるはだか麦やホウレンソウなどを使って、企業と共同でホウレンソウう
どんやハンバーガーなどの新商品の開発を行う。 

高知 

高知農業 

カーネーションに感
謝の思いを込めて
(母の日) 

農業総合科 
農業総合科の生徒が栽培したカーネーションを全校生徒に配布し、日頃お世話になって
いる方に贈るイベント 

あったか高知 農業総合科 農業総合科の草花専攻の生徒が栽培した草花を、高知龍馬空港に年間４回１２０プランタ
ー設置している。 

父の日に感謝の思
いを込めて 畜産総合科 畜産総合科が製造したベーコンを全校生徒に配布し、日頃お世話になっている方に贈る

イベント 

高校生レストラン 生活総合科 最寄りの道の駅での高校生レストラン開催 

幡多農業 

ＧＡＰ認証取得に向
けて 

園芸システム
科 ＧＡＰ認証取得に向けたＧＡＰ教育を活用することで、生徒の自主的な活動を促す。 

体験学習受け入れ
事業 

アグリサイエ
ンス科 近隣小学校を中心に、家畜の世話や搾乳体験を通した命の授業に取り組んでいる。 

はたのう市場 全学科 
学期に１回、本校の生産物を地域の方々に販売し、コミュニケーション能力や生きる力を
育む取り組みを行っている。 

福岡 

久留米筑水 
県指定天然記念物
ハゼ並木剪定ボラ
ンティア活動 

環境緑地科 ハゼ並木保存活動として、約200本を年に1回剪定する取り組みを、地元保存会の方々と
ともに 30年間継続している。 

福岡農業 

学科間・企業連携 

都市園芸科 
環境活用科 
食品科学科 
生活デザイン
科 

各学科の特色（得意分野）を生かし、本物の結婚式を行った。「福農 HAPPY WEDDING」
と銘打って一般に公募を行い、結婚式を希望する方を募り企業（結婚式場）、専門学校な
どの協力を頂き感動的な結婚式を作り上げた。 

企業間連携（新商品
開発） 食品科学科 

大宰府の梅を使用した新商品（合格する梅シリーズなど）を企業（カルビー・西日本鉄道・
高橋商店等）と開発を行い、売上金の一部を太宰府市に寄付する取り組みを継続して行
った。 

GAP教育 都市園芸科 県の研究指定を受け、トマトで GAP教育を行い G-GAPの認証を受けた。この取り組みを
全学科や県内の農業高校に広げていく取り組みを行った。 

糸島農業 

根こぶ病対策支援
事業 農業技術科 福岡地域改良普及センター・ＪＡ・農家と連携して地域のアブラナ科野菜産地を根こぶ病

から守る取組 

糸農講座 全学科 福岡県・糸島市と連携して糸島農業振興プロジェクトとして生徒たちが日頃の授業成果を
講師として希望した地域の方々に伝える活動 

放置竹林問題対策
活動 

農業技術科・
農業クラブ 

糸島市青年会議所・糸島市等と連携し、地域の放置竹林の問題について学習会や様々
な活動をとおして地域の竹林の適正管理と環境の改善を図ることを目的とした取組 

嘉穂総合 産業用マルチロー
ターの活用 農業食品科 産業用マルチローターの資格取得を本校教員が講習し、生徒に資格を取得させている。

また、近隣の農家での農薬散布や追肥等を本年度より実施している。 

朝倉光陽 新商品開発 食農科学科 本校は地元自治体、地元企業、農家と連携し新商品開発をおこなっている。地元食材を
使ったポン酢、ドレッシング、酢飲料、納豆等 

佐賀 唐津南 虹の松原保全活動 
生産技術科・
食品流通科 

唐津南高校虹の松原プロジェクトは、平成１６年度より国の特別名勝である「虹の松原」の
保全活動を行っている。活動は松葉かきや清掃活動、有効資源の研究、日本未来遺産へ
の登録活動、各種大会・研究会での広報活動を行う中で、守るべき遺産「虹の松原」を後
世につなげる活動をしている。 
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佐賀 高志館 レンゲ米プロジェクト 園芸科学科 レンゲをすき込んで無農薬無化学肥料で米を栽培している。 

長崎 

島原農業 ＪＧＡＰ認証 園芸科学科 長崎県の農業高校で初の取得 

諫早農業 諫農出前授業 全学科 各学科実施可能な小中学生向けの出前講座・受け入れ講座をHPで公開し一般に募集し
ている。 

西彼農業 

希少植物の保護活
動 施設園芸科 地元の希少植物（ハマボウ・カノコユリ）の繁殖や地域への配布を行っている。 

浜町（長崎市街）販
売会 食品流通科 長崎市の繁華街に出向き、農産物販売を行っている。ダイレクトメールも送り、同封の券を

持参された方にお菓子をお渡ししている。 

熊本 

菊池農業 

寮教育 全学科 農業経営者育成高等学校の指定を文部科学省から受け、本校花房寮を様々な形で活用
している。 

yahoo との農福連携
事業 全学科 yahoo と地元菊池市、本校、企業で農福の連携授業を展開している。 

日仏農業教育連携
携事業 

農業・畜産科
学科 農林水産省の指導の下、フランスの農業高校と連携を行っている。（全国１１校） 

八代農業 

一人一畑一経営 園芸科学科 各生徒が自由に作目や経営規模を決めて、利益を出すことを目的に播種から栽培、収
獲、販売を行う。 

地域連携プロジェク
ト 食品科学科 地域農産物を活用し、近隣のアグリビジネスセンターやJA等と連携して、加工品の開発を

行う。 

南稜 

おかどめ幸福駅の
活性化 総合農業科 フウセンカズラのオブジェ、黄色い郵便ポストの設置、駅カフェで地域活性化に取り組ん

でいる。 

牛部の取組み 総合農業科 共進会全国大会出場を目指し、部活動として毎日管理に取り組んでいる。 

ダイズで地域特産
品開発 食品科学科 地域産ダイズでクッキー、ケーキの商品開発をし、駅カフェや物産館で販売している。 

阿蘇中央 
世界文化遺産登録
推進事業モデル校 

農業食品科・
グリン環境科 

阿蘇世界文化遺産登録に向け、阿蘇の草原閑居保全活動・地域資源活用あか牛の消費
拡大に向けた取組を行っている。 

大分 

国東 オリーブの栽培実験 
園芸ビジネス
科 

国東市特産としてオリーブの品種実験や挿し木の実験を関係機関と連携して取り組んで
いる。 

大分東 

米ゲルを使った新
商品の開発 

園芸ビジネス
科 米ゲルを使用し新商品となる加工品の製造 

汚泥肥料の活用研
究 

園芸ビジネス
科 

食と下水道の連携～ＢＩＳＴＲＯ下水道～大分市が民間企業ベオリアニに委託し、汚泥肥
料の共同研究を行っている。 

地域交流を通した
有機農業導入への
取り組みについて 

園芸デザイン
科 

地域交流を通した花育活動で、多くの友人や子供たちに花の素晴らしさや楽しさを伝える
活動の実施 

佐伯豊南 未利用海藻の堆肥
化 

食農ビジネス
科 

県の水産研究部と連携し地域の課題で赤潮の原因となるアオサを堆肥化するプロジェクト
を実施 

三重総合 高大連携 生物環境科 本校に設置されていない果樹や畜産施設の教材化並びにプロジェクト学習の共同研究 

久住高原農業 ASIAGAP 認証、有
機 JAS認証 農業科 野菜部門では安全・安心な農産物生産を目指し、２つの認証を取得。作物部門でも米の

生産において一部有機 JAS認証取得 

玖珠美山 

地域連携 地域産業科 ４つの類型が、地域に関する課題を取り上げ、課題研究のテーマとして実施。その成果を
課題研究発表会として一般の方にも公開している。 

バークマットの企業
化 地域産業科 この地域で処理に困っているスギ樹皮の有効利用としてバークマットを開発、特許取得を

して企業化している。 

天然記念物保護活
動 地域産業科 県指定天然記念物に指定されているレンゲツツジ群落の調査。保全活動を玖珠町役場と

連携して実施している。 

玖珠町オオムギプロ
ジェクト 地域産業科 COC+で、本校、玖珠町、別府大学と連携し、玖珠町のオオムギを使った新商品の開発を

実施している。 

日田林工 ひた千年あかりボラ
ンティア 全校 11月に行われる「ひた千年あかり」で、学校挙げてのボランティア活動を行う。林 

業科では竹灯籠を製作し、学校近くの公園に展示、夜にはロウソクを灯す。 

宮崎 

門川 門川町特産品創出
事業 

総合学科 
栽培ビジネス
系列 

地元の特産品を創出するために珍しい柑橘の栽培法を門川町と連携して確立する事業 

高鍋農業 SPH事業 全学科 
新たな時代の変化に対応できる次世代農業経営者及び関連産業技術者の育成に関する
研究～みやざきの発展を担う起業家スピリットとスキルを備えた人材育成を目指して～ 

宮崎農業 
県庁楠並木朝市 
（宮農ふれあいマー
ト） 

生産流通科 
平成 19年度より始まった朝市に出店し、宮農の農産物を地域の販売するとともに出
店されているお店に生徒の体験実習をお願いして販売体験を行っている。また、29
年度より高校生によるプロデュ－ス朝市も実施。地域の方々から高い評価を頂いる。 

都城農業 デユアルシステム 農業科 平成 28年度から地元の農業生産者・農業法人に依頼して、年間を通じて栽培・管理・
人間形成について学習を深めている。 
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宮崎 

都城農業 デユアルシステム 

畜産科 
平成２８年度から地元の農業生産者・農業法人に依頼して、年間を通じて栽培・管理・人
間形成について学習を深めている。 

ライフデザイ
ン科 

平成２９年度から地元の農業生産者・企業に依頼して、園芸に関する栽培及び管理・人間
形成について学習を深めている。 

食品科学科 
平成２９年度から食品関連の企業に依頼して、食品製造や接客に関する内容と人間形成
の学習を深めている。 

小林秀峰 農福連携 農業科 
特別養護老人ホームとの農福連携。福祉施設の圃場を使用した野菜栽培を通して、高校
生との交流を実施している。 

日南振徳 
高大連携 地域農業科 

南九州大学と連携し、高校にはない施設設備を活用し、継続的な学習に取り組んでい
る。 

学科間連携 地域農業科 工業科・商業科と連携し、栽培システムの制作・運用・販売を実施している。 

鹿児島 

山川 

マメ博士育成プロジ
ェクト 

園芸工学・農
業経済科 

学校のある指宿市はソラマメやスナップエンドウの生産が全国１位であることから、学校で
も栽培しながらマメ類について重点に学習している。マメをつかった商品開発やアンケー
ト、ＰＲ活動や試食会、農家・関連機関施設の視察研修を開催している。 

JAいぶすき・山川高
校アグリスクール 

園芸工学・農
業経済科 

地元ＪＡとの連携で地域の小学生を対象にアグリスクールを実施、野菜の収穫等体験、豆
腐作り、クイズ大会、カレー作り、フラワーデザインなどを実施 

大豆 100 粒運動 for 
high school、ジュニ
ア豆腐マイスター講
座実施 

園芸工学・農
業経済科 

大豆の栽培をとして大豆を学び、さらに豆腐マイスター協会が主催の講座を受講し、ジュ
ニア豆腐マイスターを取得している。そこで学んだ豆腐作りを体験入学や一般を対象にし
た豆腐作り教室で生徒が指導を行う。 

フラワーデザイン 園芸工学・農
業経済科 

地元ＴＶ局主催の高校生によるイベントに参加し、体験ブースとして、来場者に簡単なフラ
ワーアレンジメントの教室を実施した。 

６次産業化の先進
地研修 

園芸工学・農
業経済科 

園芸工学・農業経済科 1年と生活情報科（大学科：その他の学科）1年生を対象に研修会
を実施。行政からの６次産業化の取組状況の説明、農業法人での６次産業化の取組状況
の説明と見学、大学での講話等を開催するとともに、６次化についてのワークショップを開
催し、新商品の提案や活動計画を話し合った。 

加世田常潤 有機ＪＡＳ認証 有機生産科 
有機ＪＡＳ認証を受けた畑でサツマイモ栽培。保育園児・幼稚園児と植付け・収穫体験を
行い、交流（ふれあい農園）を行っている。 

市来農芸 

「指定種豚場」認定 生物工学科 今年度で 7年連続「かごしま黒豚指定種豚場農場」に認定されている。 

大豆 100 粒運動 for 
high school、ジュニ
ア豆腐マイスター講
座実施 

農業経営科 大豆の栽培をとして、大豆を学び、さらに、豆腐マイスター協会が主催の講座を受講し、
ジュニア豆腐マイスターを取得している。 

薩摩中央 地域連携 
生物生産科・
農業工学科 

宮之城ロータリークラブと共同でサツマイモを育てる取組は、地域で働く様々な職種の
方々との交流を通じて生徒が社会性を身に付ける良い機会となっている。 

鶴翔 

スマート農業 農業科学科 
ヰセキ農機の協力をもらい水田でのスマート農業に取り組んでいる。田起こし、田植え、
薬剤散布、収穫、どの行程でも最新機器を活用した実践農業とドローンと衛星によるリモ
ートセンシングで、病気の早期発見予防にも取り組む。 

ジビエ活用 食品技術科 有害鳥獣で駆除されたシカ肉を使い、本校の缶詰製造技術の活用でオイル煮缶詰の開
発、そして醤油製造の技術を活用し鹿肉醤油を開発 

伊佐農林 
専攻班編制と資格
取得 農林技術科 

栽培・飼育・食品加工に林業専攻班を加えて編成し、在籍生徒全員が小型車両系建設機
械特別教育、チェーンソー安全衛生特別教育及び刈払機安全衛生教育講習を受講す
る。 

沖縄 

北部農林 

地域の在来野菜「メ
ーオーパー」の普
及・栽培法 

園芸工学科 
定時制課程 
農業科 

北部地域の在来野菜の一つ「メーオーパー」が減少しており、その認知度向上と栽培法
について研究し、普及活動を行っている。地域の農家への苗の無料配布、レストランと連
携した新しいメニュー開発などに取り組んでいる。 

カラキを活用した新
商品開発 食品科学科 

大宜味村の「カラキ」（リュウキュウニッケイ）の葉を有効活用して地域活性化と新商品開発
を目指した活動。生葉を粉末にし多くの配合割合と試作品の結果「カラキサブレ」の開発・
商品化にたどり着いた。現在は県内菓子会社と連携し製造・販売ルートを構築した。 

中部農林 

琉球犬プロジェクト 
〜沖縄の宝を残そう
〜 

熱帯資源科 
琉球犬は沖縄の天然記念物に指定されている。沖縄の宝にも関わらず、知名度が低い現
状と、頭数の減少しておりこのままでは後世に残すことが難しくなっている。その為、交
配・繁殖と認知度を向上を目標に活動を継続している。 

ひまわりプロジェクト 
〜人と動物が共生
できる明るい未来を
目指して〜 

熱帯資源科 
毎日、殺処分される命、そんな命を「助けたい」という思いから、動物愛護管理センターか
ら一匹の犬を引き取り、「ひまわり」と名ずけて動物介在活動を通して、命の大切さを地域
で活動している。 

地域と友に！クヮン
ソウ普及プロジェクト 
～未来に繋がる沖
縄(ウチナー)伝統島
野菜 Part２～ 

食品科学科 

沖縄伝統島野菜は、これまで長寿県沖縄を支え続けてきた伝統的な食文化である。その
中で、「クヮンソウ」は、古くから薬用や食用として栽培され、不眠やイライラ解消の効果が
あるとされてきた。しかし、食生活の変化に伴い、昔ながらのこの島野菜は失われつつあ
る。そこで、「クヮンソウの普及拡大」をテーマに掲げ、3 年前から研究活動に取り組んでい
る。昨年度は、クヮンソウの花ドレッシングを開発した。その研究を引き継ぎ、葉の特性を
活かした商品開発を行い、クヮンソウの普及を通して沖縄の食文化継承に貢献することを
目的に研究を続けている。 
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沖縄 中部農林 

伝える！うるまの資
源 ビーグの香りを
とどけ隊 
～藺草の粉末化と
加工品の開発に向
けた取り組み～ 

食品科学科 

沖縄県うるま市は琉球畳原料の県内生産量一位を誇っている。沖縄で藺草は「ビーグ」と
呼ばれ地域に親しまれてきた。しかし、時代の進行から生産農家の高齢化と後継者不
足、外国産の安価な輸入品の増加が打撃となり、現在２８名の組合員で生産は支えられ
ている。 
藺草原料は食品資源としての活用がなく、食品に転用できれば、消費拡大と食品としての
新たな価値が見いだされると考え、ビーグのパウダー化と普及に向けた加工品開発を目
標とした。 

生産者の思いをカタ
チに！  
～グァバ茶葉の新
たな可能性への挑
戦～ 

食品科学科 

グァバの葉は茶葉や漢方薬として利用され、「ウッチン」「クミスクチン」と並ぶ沖縄の三大
薬草の１つとして琉球王朝時代から、人々に重宝されてきた。 
しかし、近年では生産農家の高齢化等が要因となり栽培面積は大きく減少している。    
そんな中、農事組合法人グァバ生産組合はグァバ茶葉を粉砕したパウダーを開発した。
生産組合より、「グァバ茶パウダーを使った加工品の開発ができないか」と相談があり活動
がスタートした。 

沖縄伝統島野菜や
まんの普及プロジェ
クト 
～やまん麺×ＶＥＧ
ＡＮ食の研究～ 

食品科学科 

やまんは、沖縄伝統島野菜２８種類のひとつであるが、認知度は２５％と低い。しかし、戦
中戦後の焼け野原になった土下でも生育し、うるま市地域の飢えを凌いだ重要な作物で
あった。さらに、ポリフェノール含量とムチンは県外山芋以上に含まれている。また、地域
及び沖縄県の発展の為に、世界に２６億人存在しているベジタリアン・ビーガン・食物禁忌
の方が観光に来て頂ける様なやまん×ＶＥＧＡＮ食の開発を行い、福祉事業所で販売す
ることで、やまんの普及と地域福祉貢献を目指した。 

技能五輪 フラワー
装飾職種への挑戦 園芸科学科 

華道家をはじめ多くの外部団体との連携をとり、生花を活用した実践的なものつくり技能
の向上を図る教育活動を展開している。花材栽培から制作（ものづくり）までを通し、沖縄
県の将来を担う産業人としての人材育成を行っている。 

 


