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都道府県 学校名 大 会 名 賞の種類 受賞者 主催団体 概    要 

北海道 

旭川農業 
高校生ビジネスプラング
ランプリ 優秀賞 

農業科学科 畑作機
械班 日本政策金融公庫  

遠別農業 

専門高校生徒の研究文・
作文コンクール 最優秀賞 酒井春奈 

(公)産業教育振興中
央会 

「留萌農業を救え～チリコンカンソースの商品開発をとおして～」と題し、地域特産品を活
用したパスタソースの商品開発の研究を通して、自分の夢の実現に向け切磋琢磨する過程を
述べている。 

第６回ディスカバー農山
漁村コミュニティ部門 準グランプリ 遠別農業高校 農林水産省 地域や企業、専門機関と連携し、遠別町ふるさと納税の返礼品対応や ASIAGAPの取得、農業

教育連携推進協議会の設立等の取組に対し評価をしていただいた。 

士幌 Green Blue Education 
Forum コンクール 最優秀賞 本校環境専攻班 環境省・文部科学省 ５カ年にわたるカシワ林の保全活動や調査研究が全国 

中標津農業 

GAP普及大賞 2019 大賞 動物活用研究班 日本 GAP協会 
J-GAP家畜・畜産物（乳用牛・生乳）の認証過程において、QRコードを読み取ると、搾乳方
法などの作業手順を動画で確認することができる手法を考案。この作業工程を「見える化」
させた取組が評価された。 

地方創生ワカモノ会合
SDGsまちづくりアイディ
アコンテスト 

優秀賞 
佐藤 日菜 
土井上 若那 

内閣府・内閣官房 
まちひとしごと創生
本部 

酪農を中心とする農業が基幹産業の町で、農家視察や企業訪問を通して地域の大人や高校生
が地元の小中学生に町の魅力を伝える「地域を教材にして地域を学ぶ」取組が評価された。 

第 7回高校生ビジネスプ
ラングランプリ 

高校生ビジネスプラ
ン・ベスト 100 

農産加工研究班 
乳加工研究班 日本政策金融公庫 高校生ならではの創造性あふれるビジネスプランを提案するコンテストにおいて、「なかの

うスタイル」と「ホエーの有効活用」に取り組んだ両研究班の活動が評価された。 

第 13回全農学生「酪農
の夢」コンクール 優秀賞 山神わかな 全国農業協同組合連

合会（ＪＡ全農） 
酪農が基幹産業である中標津町において、ホエーを有効活用する重要性や具体的な製品開発
に至るまでの過程をまとめたものが評価された。 

幌加内 

第 10回全国高校生そば
打ち選手権大会 団体戦 優勝  一般社団法人日本麺

類業団体連合会 優勝校により文部科学大臣賞授与 

第 10回全国高校生そば
打ち選手権大会 個人戦 優勝 農業科 藤井夏麗 

一般社団法人日本麺
類業団体連合会 優勝校により文部科学大臣賞授与 

青森 

五所川原農林 第２３回ボランティア・
スピリット・アワード コミュニティ賞 生物生産科野菜研究

室 
プルデンシャル生命
保険等 

地域の特別養護老人ホーム利用者を校内農地にある古民家再生型教育施設に招き、地方在来
種毛豆のエダマメを試食しながらのコミュニケーションや、血行を促すハンドマッサージを
施しながらのくつろぎ体験で癒やした。 

柏木農業 
緑化推進運動功労者 内
閣総理大臣表彰 内閣総理大臣賞 学校全体 内閣府 

本校の緑化活動は、「大石武学流庭園」や「洋風庭園」の造成から始まり、その後、「柏農の
森」「恵みの森」づくりを行った。さらに「黒蝶オオムラサキが舞う香りの森」や「日本一
のハンカチツリー並木」づくりを全校生徒で植樹を行った。 

名久井農業 

第 63回全国学芸サイエ
ンスコンクール 内閣総理大臣賞 環境システム科 旺文社 途上国の環境汚染の原因の一つ農薬被害の抑制研究。液剤を泡状で散布し、飛散距離をや散

布量を抑制する技術開発に成功。 

第 26回コカコーラ環境
教育賞 文部科学大臣賞 環境システム科 （公財）コカ・コー

ラ教育・環境財団 発展途上国で役立つ環境と人に優しい技術開発や人材育成プログラムについて発表。 

岩手 盛岡農業 

第３回 高校生が描く 
「明日の農業コンテス
ト」 

銀賞 動物科学科 3年 
佐藤里江 

公益財団法人 セデ
ィア財団 

「わたしはこんな方法で農業を元気にする」をテーマにした個人レポート 

2019年（第 47回）毎日
農業記録賞 

優良賞 植物科学科 3年 
田沼奈菜 

毎日新聞社 「農」や「食」、「農に関わる環境」への思い、体験、提言をつづって応募 

第 18回聞き書き甲子園 林野庁長官賞 
環境科学科 1年 
遠藤愛斗 

聞き書き甲子園実行
委員会 

森・川・海の「名人」を訪ね、その知恵や技術、人となりを「聞き書き」し、その成果を発
信する活動。 
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岩手 

水沢農業 

米・食味分析鑑定コンク
ール国際大会高校生部門
第 10回お米甲子園 

特別優秀賞 農業科学科 米・食味鑑定士協会
など 

全国 77校 183検体から上位 15検体に選ばれ最高金賞・金賞に次ぐ特別優秀賞 10校の中に
選ばれた。 

第 3回和牛甲子園枝肉評
価部門 最優秀賞・優秀賞 農業科学科 全国農業協同組合連

合会 
全国 30の農業高校から和牛を肥育する”高校牛児”が集い、日々の使用管理や枝肉の評価
を行う和牛甲子園枝肉部門において最優秀賞・優秀賞のダブル受賞。 

大船渡東 
第 17回ザ・地産地消家
の光料理コンテスト ス
イーツ部門 

最優秀賞 農芸科学科 社団法人     
家の光協会 

地元の農産物の消費拡大を目的とし、「おかず部門」と「スイーツ部門」が募集され、全国
５23点の応募より、本校の生徒が応募した「とまっプリ！」が最優秀賞をいただくことと
なった。 

宮城 

農業 毎日農業記録賞 最優秀賞 農業科 毎日新聞社  

小牛田農林 

第１０回全国お米甲子園 特別優秀賞 農業科学コース 米・食味鑑定士協会 米・食味分析鑑定と食味審査により審査 

第 3回全国和牛甲子園 取組評価部門優秀賞 農業科学コース 全国農業協同組合連
合会 

17県 30校の高校牛児が集結、肥育された和牛を対象に体験発表会、枝肉共励会を開催 

加美農業 
第 15回全国高校生・高
等専修学生「私の仕事作
文コンクール」 

文部科学大臣賞 農業科 鹿野修 特定非営利活動法人
仕事への架け橋 

 

秋田 

大曲農業 
 

第 70回農業クラブ全国
大会南東北大会 優秀賞 生活科科学科 

日本学校農業クラブ
連盟 農業鑑定競技生活コース 

第 23回ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾋﾟﾘｯﾄｱﾜ
ｰﾄﾞ ブッロク賞 農業科学科他 日本教育新聞社他 大農ニコニコ農業塾の取組に対する表彰 

第 47回毎日農業記録賞 優良賞 農業科学科 毎日新聞社 大農ニコニコ農業塾の取組に対する表彰 

金足農業 

日本昆虫学会 79回大会 小中高校生ポスター発
表 優秀賞 科学部 一般社団法人 日本

昆虫学会 「ネオニコチノイド系農薬とニホンミツバチの越冬について」 

ミツバチサミット 2019
ポスター発表高校生部門 若手最優秀賞 科学部 

ミツバチサミット実
行委員会 「ニホンミツバチのミツロウ残渣の活用法」 

2019年（第 47回）毎日
新聞記録賞 特別賞 

食品流通科 
菊田颯人 毎日新聞社 「昆虫食の未来」 

第 11回全国農業関係高
等学校エッセイコンテス
ト 

優秀賞 生物資源科 
宮川莉嘉 

公益財団法人 
全国学校農場協会 「ＮＡＭＡＨＡＧＥダリアで秋田は元気！」 

山形 村山産業 

高校生科学教育大賞 特別奨励賞 農業経営科・農業環
境科 

バイテク情報普及会  

日本土壌肥料学会高校生
研究発表 

優秀ポスター賞 農業経営科・農業環
境科 

日本土壌肥料学会  

福島 安達東 

ディスカバー農山漁村
（むら）の宝 東北地区優良事例 

総合学科 
農業コース畜産専攻
班 

農林水産省 
東北農政局 

東北農政局が主催する「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」において、東北地区優良事例
に選定された。震災後から試行錯誤を繰り返し継続している「養蜂」の取組が評価さた。 

ＧＡＰ食材を使ったおも
てなしコンテスト 

審査委員特別賞 福島県立安達東高校 

内閣官房東京オリン
ピック・ 
パラリンピック推進
本部事務局 

世界各国からホストタウンを訪問する各国・地域の選⼿等に対して、⾼校⽣によるＧＡＰ⾷
材を使ったおもてなしを発揮し、選⼿等に⽇本の⾷材・おもてなしの⼼のすばらしさを発信
することを⽬的としたコンテストに参加した。 

未来につながる持続可能
な農業推進コンクール 
ＧＡＰ部門 

東北農政局長賞 
県学校農業クラブ連
盟（代表 安達東高
校） 

農林水産省 
東北農政局 

「ふくしまＧＡＰチャレンジハイスクール～県農業高校 10校の取組～」と題して、県内農
業系 10校のＧＡＰの取組みを紹介。県内外で行った研修会やＧＡＰの普及活動などが評価
された。 
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福島 

岩瀬農業 

ご当地！絶品うまいもん
甲子園 

選抜大会東北エリア出
場 

食品科学科   

ＧＡＰ食材を使った お
もてなしコンテスト 

内閣官房東京オリンピ
ック競技大会・東京パ
ラリンピック大会推進
本部事務局長賞受賞 

食品科学科   

第５４回全国生物保護実
績発表大会 林野庁長官賞受賞 園芸科学科   

会津農林 

第 17回民家の甲子園全
国大会 

文部科学大臣賞 早乙女踊り保存クラ
ブ 

民家の甲子園実行委
員会 

 

第 17回民家の甲子園フ
ォトコンテスト 

審査委員長賞 鈴木亜望 民家の甲子園実行委
員会 

 

神奈川 

中央農業 

第 3回和牛甲子園 優良賞 畜産科学科酪農部   

全国高校生農業アクショ
ン大賞 奨励賞 畜産科学科養豚部 毎日新聞社  

相原 
 

第 13回酪農の夢コンク
ール 佳作 畜産科学科 

全国農業協同組合連
合会  

第 44回全国高等学校総
合文化祭 
弁論部門 

優秀賞 畜産科学科   

毎日農業記録賞 優秀賞 畜産科学科 毎日新聞社  

埼玉 秩父農工科学 第 9回全国高校生そば打
ち選手権大会 

団体 3位、個人 2位 食品化学科 全麺協 令和元年 8月 26日に行われ、参加校 36校中全国団体 3位・個人 2位に輝いた。 

千葉 

流山 毎日農業記録賞 高校生部門 優良賞 園芸科   

大網 
第 63回全国学芸サイエ
ンスコンクール 銅賞 生物工学科 旺文社 白里海岸ハマボウフウの保護・再生活動 

茨城 水戸農業 

第 46回毎日農業記録賞 優良賞 
園芸科 1年 
武藤暖妃 毎日新聞社 

ブドウの産地常陸太田市で、ブドウ農家の後継者として頑張ろうとする決意や将来の経営計
画をまとめ寄稿し受賞。 

第 46回毎日農業記録賞 優良賞 
食品化学科職員 
安部 由香子 毎日新聞社 

青年海外協力隊に参加し、フィリピンでカカオ栽培の指導経験がある安部教諭が、現地のカ
カオ農家と「カカオガールズ」として活動する部員の交流を仲立ちした経験を寄稿し受賞。 

JICA国際協力中学生・高
校生エッセイコンテスト
2019 

優秀賞 
食品化学科３年 
富永 直 ＪＩＣＡ 

「カカオガールズとして、私にできること」の標題で、ＳＤＧｓの取り組みやフィリピンの
カカオ農家との交流から考えた提言を寄稿し受賞。 

栃木 

宇都宮白楊 第 4回全日本高校生自馬
選手権大会 

障害飛越競技中障害 
第 3位 

農業工学科 藤田華
暖 

全日本高等学校馬術
連盟  

鹿沼南 第１回全国高校生農業ア
クションプラン大賞 大賞 食料生産科 全中、毎日新聞 トマトの汚れを落とすため、洗浄剤の開発の研究 

栃木農業 第６回環境スピーチコン
テスト 入賞 環境デザイン科 千葉商科大学 自然エネルギー太陽光の発電についてまとめた 
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栃木 

栃木農業 第２６回日本大学全国高
等学校デザイン選手権 

学校賞 農業土木科 東北芸術工科大学 道普請を利用し、地域活性を図った 

矢板 
第 13回あたなた選ぶ日
本一おいしい米コンテス
ト 

高校生部門 優秀金賞 
農業経営科 作物専
攻生 

あなたが選ぶ日本一
おいしい米コンテス
ト実行委員会 

予選は無作為選出の一般の審査員が試食により審査。決勝は審査員の試食により審査。 

群馬 

勢多農林 

生物多様性アクション大
賞２０１９ 

農林水産大臣賞 バイオテクノロジー
科 

国連生物多様性の 10
年日本委員会 

「国連生物多様性の 10年日本委員会」が推進している「MY行動宣言 ５つのアクション」
を参考に、５つのアクション（たべよう、ふれよう、つたえよう、まもろう、えらぼう）に
即した活動を表彰する制度です。 

第１４回若年者ものづく
り競技大会 銀賞 緑地土木科 中央職業能力開発協

会 

職業能力開発施設、工業高等学校等において技能を習得中の若年者（原則 20歳以下）を対
象に、技能競技を通じ、これら若者に目標を付与し、技能を向上させることを目的として実
施する大会です。 

第５７回技能五輪全国大
会 

銀メダル 緑地土木科 中央職業能力開発協
会 

青年技能者（原則 23歳以下）を対象に、技能競技を通じ、青年技能者に努力目標を与える
とともに、技能に身近に触れる機会を提供し、、技能尊重気運の醸成に資することを目的と
して実施する大会です。 

第４６回全国造園デザイ
ンコンクール 住宅庭園の部入選 緑地土木科 日本造園建設業協会 造園のデザインと製図技術の向上を図るために行っている 

第１６回全国高校生押し
花コンテスト 優秀賞 グリーンライフ科 

ワールド・プレスフ
ラワー協会 

園芸等花にたずさわる高校生に「押し花」という新しい分野を認知･普及し、 
その後の活動に広がりを持たせるきっかけとする。 

利根実業 

アグリマイスター顕彰制
度 全国最優良校 全科 

全国農業高等学校長
協会 全国特別表彰校で最優良校に選出された 

第 14回日本環境化学会 
高校環境化学賞 

奨励賞 生物生産科 日本環境化学会 ニホンジカの生態と侵入防護研究について発表 

日本動物学会第 90回大
阪大会 

優秀賞 生物生産科 日本動物学会 小中高生ポスター発表で２研究（シカ・イノシシ）について発表し２作品入賞 

第５回全国ユース環境活
動発表大会関東ブロック
大会 

特別賞 生物生産科 環境省等 ニホンジカから希少高山植物を守る活動について発表 

第 131回日本森林学会 奨励賞 グリーンライフ科 日本森林学会 高校生ポスター発表においてキノコ研究について 

第３回和牛甲子園 奨励賞 生物生産科 全国農業協同組合連
合会 和牛２頭を出品し奨励賞となった 

第９回全国高校生そば打
ち選手権大会 敢闘賞 生物生産科 日本麺類業団体連合

会 団体の部で敢闘賞を受賞 

米・食味分析鑑定コンク
ール 2019国際大会 金賞 生物生産科 米・食味鑑定士協会 全国農業高校生「お米甲子園」部門で金賞を受賞 

米・食味分析鑑定コンク
ール 2019国際大会 グランプリ 生物生産科 米・食味鑑定士協会 プレゼンテーション部門で精米の販売について発表しグランプリ受賞 

高校生ボランティア・ア
ワード 2019 協賛社賞 生物生産科 

風に立つライオン基
金 野生動物被害対策ボランティア活動について評価された 

第 23回ボランティア・
スピリット・アワード コミュニティ賞 生物生産科 

プルデンシャル生命
他 野生動物被害対策ボランティア活動について評価された 

第 43回全国高等学校総
合文化祭さが総文 2019 文化連盟賞 生物生産科 全文連 弁論部門に出場し受賞した 
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群馬 

利根実業 

時事通信社第 34回教育
奨励賞 努力賞 生物生産科 時事通信社 環境教育活動について評価された 

第 15回全国高校生・高
等専修学校生「私のしご
と」作文コンクール 

JOB大賞 生物生産科 
特定非営利活動法人
仕事への架け橋 農業女子について作文を応募し入賞した 

第 47回毎日農業記録賞 優良賞 生物生産科 毎日新聞社 農業後継者としての未来を作文にして応募し入賞した 

大泉 

第 46回全国造園デザイ
ンコンクール 国土交通大臣賞 生物生産科 

（一社）日本造園建
設業協会 

本作品は、住宅庭園部門(個人住宅の庭園)に出展し、「残創」をコンセプトに「残すものを
創る庭」をデザインした。 
国土交通大臣賞は出展された全作品の中で、総合的に最も優れた作品に贈られる賞である。 

日本造園学会 2019年全
国大会学生公開デザイン
コンペ 

特別賞（高校生最優
秀） 

生物生産科 日本造園学会 
全国の造園・都市計画・工学・建築を学ぶ大学生と高校生が参加し、都市計画のデザインを
競うコンテストである。本校は「Untrodden-前人未踏-」をコンセプトに、科学技術と永遠
の森を組み合わせたデザインで出品し、受賞した。 

藤岡北 

第 12回熱血高校生販売
甲子園 優勝 

生物生産科（フード
ビジネスコース） 

高崎商工会議所、高
崎えびす講市実行委
員会 

実行委員会から貸与される資金 6万円で商品を企画、仕入れ・販売方法などを創意工夫し販
売活動を行う。２日間の開催期間で「売上・利益・接客・コンセプト」の 4つの評価項目に
おいて審査が行われ、優勝を競う。 

第 10回全国和菓子甲子
園 

全国菓子研究団体連合
会会長賞 

生物生産科（フード
ビジネスコース） 

全国菓子工業組合連
合会青年部 

高校生が 2人 1組で和菓子作りを競う大会。全国を 6つのブロックに分け、書類にて予選会
を行い、予選通過ペアによる決勝大会が辻製菓専門学校で行われ、実技とともにプレゼンテ
ーションが行われた。 

第 16回高校生押し花コ
ンテスト 審査員特別賞 園芸ボランティア部 

ワールド・プレスフ
ラワー協会 

押し花を使った平面のアートを作成し、園芸等の草花にたずさわる高校生に「押し花」とい
う新しい分野を認知･普及し、その後の活動に広がりを持たせるきっかけとする。 

山梨 農林 全国造園デザインコンク
ール 

全国造園教育研究協議
会長会長賞 造園緑地科 

（一社）日本造園建
設業協会 造園のデザインと製図技術の向上を図ることを目的とする大会。 

緑のプラン賞 造園緑地科 
（一社）日本造園建
設業協会 造園のデザインと製図技術の向上を図ることを目的とする大会。 

静岡 

田方農業 
第 16回全国高校生押し
花ｺﾝﾃｽﾄ 文部科学大臣賞 ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ部 NFD協会 全国高校生押し花コンテストに６年連続受賞 

磐田農業 
全日本学校関係緑化コン
クール・学校環境緑化の
部 

文部科学大臣賞 磐田農業高校 
公益社団法人国土緑
化推進機構 

活動内容は、校内の庭園やビオトープの樹木管理、環境調査、校内バラ園の一般公開、草花
による保育園児や高齢者との交流、市と連携した公園の花壇製作や駅前草花プランターの設
置等を行う。 

富山 中央農業 
第３回全国農業高校和牛
枝肉共励会（第３回全国
和牛甲子園） 

奨励賞 生物生産科 
動物科学コース 

全国農業協同組合連
合会 

生徒が日ごろ飼育している和牛を出品するとともに、活動を発表し当該賞を受賞した。 

石川 

七尾東雲 

2020世界らん展日本大賞 
ディスプレイ部門愛好
家クラス 優良賞 総合経営学科 世界らん展  

あなたが選ぶ日本一おい
しい米コンテストｉｎ庄
内 

高校生部門 優良金賞 総合経営学科 庄内町  

全国農業高校お米甲子園 特別優秀賞 総合経営学科 お米甲子園  

翠星高校 
ディスカバー農山漁村
（むら）の宝「第６回選
定」 

コミュニティ部門 全
国選定 総合グリーン科学科 農林水産省  
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石川 

翠星 

第７回食品産業もったい
ない大賞 農林水産大臣賞 総合グリーン科学科 農林水産省  

第８回イオン eco-1グラ
ンプリ 

奨励賞 総合グリーン科学科 エコワングランプリ
運営事務局 

 

第５回全国ユース環境活
動発表大会 

特別賞 総合グリーン科学科 全国ユース環境活動
発表大会実行委員会 

 

第９回毎日地球未来賞 未来創造賞 総合グリーン科学科 毎日新聞  

津幡 

第５回全国ユース環境活
動発表大会 優秀賞 総合学科 

全国ユース環境活動
発表大会実行委員会  

生物多様性アクション大
賞２０１９ 

入選 総合学科 国連生物多様性の 10
年日本委員会 

 

福井 

若狭東 第７０回日本学校農業ク
ラブ全国大会 

最優秀賞 坂根夏海 他３名 日本農業クラブ連盟 平板測量競技 内閣総理大臣賞、国土交通省国土地理院長賞 

福井農林 第 10回全国農業高校お
米甲子園 

特別優秀賞 生物生産科作物部 米・食味鑑定士協会  

長野 

下高井農林 

第 10回全国農業高校お
米甲子園 

特別優秀賞 アグリサービス科 米・食味分析鑑定協
会 

本校生産米が特別優秀賞受賞 

第 14回全国高校生パン
コンテスト 

特別賞（日清製粉賞） アグリサービス科 伊豆の国パン祖のパ
ン祭実行委員会 

地域食材を活用した野沢菜おやきパンで特別賞（日清製粉賞）受賞 

須坂創成 

第 46回全国造園デザイ
ンコンクール 

文部科学大臣賞  日本造園建設業協会  

第 46回全国造園デザイ
ンコンクール 

（公社）日本造園学会
会長賞 環境造園科 日本造園建設業協会 住宅庭園部門 

第 46回全国造園デザイ
ンコンクール 

全国農業高等学校長協
会理事長賞 環境造園科 日本造園建設業協会 街区公園部門 

第 29回 全国花のまち
作りコンクール団体表彰 奨励賞 野菜・花きクラブ 公益財団法人日本花

の会  

佐久平総合技
術（臼田キャ
ンパス） 

第 10回全国農業高校お
米甲子園 

金賞 創造実践科生物環境
系列 

米・食味鑑定士協会  

愛知 

安城農林 

KUBIC2019 準優勝 動物科学科 関西大学  

大地の力コンペ 未来創造賞 動物科学科 
一般社団法人 未来農
業創造研究会  

第１０回地域再生大賞 優秀賞 動物科学科 共同通信  

猿投農林 ２０１９生態工学会 年
次大会 学術研究発表 

未来科学者奨励賞 林産工芸科 生態工学会次世代科
学社会活性化委員会 

農林業を学ぶ高校生の視点で、火星移住を視野に入れた研究を行った。生態系を構築し持続
可能な農林業を行う必要性について検討し、火星土壌を模した疑似レゴリスで植物栽培試験
を行い、発芽・発根を確認した。 

半田農業 
第１８回屋上・壁面緑化
技術コンクール 奨励賞 農業科学科 

公益財団法人都市緑
化機構 平成２４年から行っているセントレアの壁面緑化事業 

岐阜 岐阜農林 
未来につながる持続可能
な農業推進コンクール 生産局長賞 流通科学科 農林水産省 特記事項なし 
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岐阜 

岐阜農林 

ＧＡＰ食材を使ったおも
てなしコンテスト 事務局長賞 流通科学科 内閣官房 特記事項なし 

お米甲子園 特別優秀賞 流通科学科 食味鑑定協会 特記事項なし 

日本一おいしいお米コン
テスト 優秀金賞 流通科学科 山形県庄内町 特記事項なし 

大垣養老 全国高校生花いけバトル
ぎふ清流大会 優勝 環境園芸科 全国高校生花いけバ

トル実行委員会 

日本の花文化を今の時代にふさわしい形で育むために、花をいけることを楽しみ、瑞々しい
感性と創造性を花で表現することができる「場」を高校生と共に作り上げる舞台が「全国高
校生花いけバトル」です。 

恵那農業 

世界らん展日本大賞２０
２０ 

最優秀賞 園芸科学科、園芸デ
ザイン科 

世界らん展実行委員
会 

特記事項なし 

令和元年度東海農政局地
産地消等優良表彰 東海農政局長賞 食品科学科 農林水産省 特記事項なし 

水資源功績者表彰 国土交通大臣賞 環境科学科 国土交通省 特記事項なし 

全国土地改良功労者等表
彰 

農林水産大臣賞 環境科学科 農林水産省 特記事項なし 

第７０回日本学校農業ク
ラブ全国大会 

プロジェクト発表会２
類 優秀賞 

食品科学科 日本学校農業クラブ
連盟 

特記事項なし 

飛騨高山 

第３回和牛甲子園 
枝肉評価部門 
優秀賞 生物生産科 

全国農業協同組合連
合会 

全国の農業高等学校で肥育された和牛を対象に、和牛肥育体験発表会（以下、「体験発表
会」とする）および和牛枝肉共励会（以下、「枝肉共励会」とする）を開催することで、参
加校の生徒に情報交換・交流の場を提供し、肥育技術と生産意欲の向上を図るとともに、わ
が国の将来の畜産業の後継者・担い手の育成に資することを目的とする。 

第 3回和牛甲子園 取組評価部門 
優良賞 

生物生産科 全国農業協同組合連
合会 

同上 

中津川市立木 
第１０回全国農業高校 
お米甲子園「プレゼンテ
ーション部門」 

優秀賞 生産科学科 米・食味鑑定士協会 特記事項なし 

三重 

四日市農芸 

第 14回若年者ものづく
り競技大会 銅賞 環境造園科 中央職業能力開発協

会  

第 46回全国造園デザイ
ンコンクール 佳作 環境造園科 日本造園建設業協会  

第 47回毎日農業記録賞 優良賞 生産科学科 毎日新聞社  

相可 第４回全国高校生ＳＢＰ
交流フェア 

三重県知事賞 生産経済科 未来の大人応援プロ
ジェクト実行委員会 

全国の高校生が地域の課題を解決するためにビジネスの手法等を学びながら “取り組んだ
ことを発表” し、“開発した商品を紹介・販売” をしながら交流し、互いに評価しながら
向上していくことを目的に行う交流事業。 

滋賀 八日市南 

令和元年度 トレース技
能検定 

文部科学大臣賞 団
体・個人 花緑デザイン科 

一般財団法人 中央
工学校生涯学習セン
ター 

団体、個人の部で、全国１位となり、表彰された。 

令和元年度 トレース技
能検定 団体優秀賞 花緑デザイン科 

一般財団法人 中央
工学校生涯学習セン
ター 

全国２位～１１位に入り、表彰された。 
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滋賀 八日市南 

令和元年度 トレース技
能検定 

全国検定振興機構理事
長賞（個人） 花緑デザイン科 

一般財団法人 中央
工学校生涯学習セン
ター 

全国２位に入り、表彰された。 

令和元年度 トレース技
能検定 

団体 最優秀賞 花緑デザイン科 
一般財団法人 中央
工学校生涯学習セン
ター 

複数の優秀な受賞者を出したことから表彰された。 

京都 

桂 

第４回食の縁結び甲子園
全国大会  審査員特別賞 植物クリエイト科 

園芸ビジネス科 
食の縁結び甲子園実
行委員会 

島根県で開催する高校生を対象とした料理コンテスト。全国各地の地元食材と島根食材を組
み合わせ、高校生の創造力・地域貢献意欲等を育てるとともに、島根の食材や食文化につい
て情報発信を行うことを目的とする 

脱炭素チャレンジカップ
2020 

セブンイレブン記念財
団 最優秀地域活性化
賞 

植物クリエイト科 
園芸ビジネス科 

脱炭素チャレンジカ
ップ事務局 

地域活動の活性化とネットワークの構築を促進させ、あらゆる主体の元、脱炭素な地域づく
りへの実現化を図ることを目的としている。 

第３回高校生科学教育大
賞 優秀賞 植物クリエイト科 

園芸ビジネス科 バイテク情報普及会 これからを担う高校生に「植物バイオテクノロジー」と「持続可能な農業」についてより深
く学び考えるきっかけとしてもらうことを目的としている。 

第４回大地の力コンペ
2020 

未来シーズ賞（２チー
ム） 

植物クリエイト科 
園芸ビジネス科 

大地の力コンペ実行
委員会 

「アグリ+アイデア」を表彰するとともに、未来に向かって大きくはばたくお手伝いをする
ことを目的とする 

須知 第 36回日本菊花全国大
会 

福助花壇の部で「衆議
院議員賞(第３位)」 
三本立花壇の部で「内
閣府特命担当大臣・男
女共同参画賞」(第５
位) 

食品科学科園芸加工
専攻 国華園  

綾部 全国ユース環境活動発表
大会 

優秀賞 分析化学部 環境省 近畿大会を経た環境保全に取り組む全国の高校生が集い、発表し競い合う大会である。 

農芸 

2019セントラルジャパン
ホルスタインショウ 最優秀学校賞 

農産バイオ科畜産・
動物バイオコース 

セントラルジャパン
ホルスタイン改良協
議会 

365日休むことなく乳牛の管理を行い、手塩にかけた乳牛を出品し、入賞した。 

第 14回若年者ものづく
り競技大会「造園」職種 銀賞 環境緑地科２年生 中央職業能力開発協

会 日頃の活動の成果を発揮し、入賞した。 

第 57回技能五輪全国大
会「造園」職種 銅賞 環境緑地科３年生 

中央職業能力開発協
会 日頃の活動の成果を発揮し、入賞した。 

第 13回全農学生「酪農
の夢」コンクール 優秀賞 農産バイオ科３年生 

全国農業協同組合連
合会 酪農に関する思いを作品にまとめ、入賞した。 

第 46回全国造園デザイ
ンコンクール 

緑化フェア「みどりの
広場」プラン賞 環境緑地科２年生 日本造園建設業協会 デザインを図面にまとめ出品し、入賞した。 

大阪 

農芸 

第 4回全国農業高校・農
業大学校ホームページコ
ンテスト 

ニュージーランド大使
館賞 

農芸高校 

慶応義塾大学 SFC研
究所アグリプラネッ
トフォームコンソー
シアム 

全国の農業高校・農業大学校の HPにて、第３位に相当する賞を受賞。 

毎日農業記録賞 全国優良賞 伊東幸士（資源動物
科） 毎日新聞社 タイトル（世界問題） 

園芸 
第３１回みどりの愛護功
労者 国土交通大臣賞 

園芸高校ビオトープ
部 代表 服部 国土交通省 梅田スカイビルでのバタフライガーデンづくり活動 

 

 



 

 

都道府県 学校名 大 会 名 賞の種類 受賞者 主催団体 概    要 

兵庫 

有馬 

第２９回全国産業教育フ
ェア新潟大会第１８回全
国高校生ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄｺﾝ
ﾃｽﾄ 

銀賞 田中 亜弥 

第 29 回全国産業教
育フェア新潟大会実
行委員会、文部科学
省 他 

専門高校等で学ぶ全国の高校生が、フラワーデザインに関する知識と技能を活用し、 表現
力や創造性・芸術性を互いに高め合うとともに、新たな時代の創生に向け、産業業 界を担
うために必要な資質を育むことを目的とする。 

第 15回 NFD全国高校生
フラワーデザインコンテ
スト 

奨励賞 大岩 桜 日本フラワーデザイ
ナー協会 

花や植物の美しさを生活空間の中に構成するフラワーアレンジメント作品を、自由に楽し
く、空間も含めた新たな造形手段として「フォト作品」に表現することで豊かな表現力を培
う。 

農業 地域創生☆政策アイデア
コンテスト 

優秀賞及びに学研プラ
ス賞 

園芸科 内閣府地方創生推進
室 

地域の現状・課題について地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）等を使った分析 

篠山東雲 全国学校園庭ビオトープ
コンクール 2019 

公益財団法人日本生態
系協会賞 

兵庫県立篠山東雲高
等学校 

公益財団法人日本生
態系協会 本校農場の一部を改修し、設置したビオトープが協会から評価された。 

奈良 磯城野 

第 57回技能五輪全国大
会（造園競技） 

銀賞 環境デザイン科 
荒木 歩 

中央職業能力開発協
会 

１年次に造園技能検定３級、２年次に２級に合格し、奈良県職業能力開発協会から技能五輪
全国大会 競技職種（造園）への推薦を受け、日夜練習に励み、頭書の成績を収めた。 
 

第 1４回若年者ものづく
り競技大会（造園競技） 銀賞 環境デザイン科          

岡田 竜来 
中央職業能力開発協
会 

１年次に造園技能検定３級、２年次に２級を受検し、奈良県職業能力開発協会から若年者も
のづくり技能大会競技職種（造園）への推薦を受け、日夜練習に励み、頭書の成績を収め
た。 

第４６回全国造園デザイ
ンコンクール 

入選 環境デザイン科 
山中 翔太 

（社）日本造園建設
業 

 

第１２回オーセブンデザ
インコンテスト 
学校部門 
最優秀賞 

最優秀賞 環境デザイン科 
新木 優花 オーセブン株式会社 

３年次に学校設定科目である「造園 CAD」の授業で造園 CADソフトの操作方法を学び、２学
期からコンテストに向けた作品制作を開始した。部門「戸建て住宅プラン」の課題で応募
し、頭書の成績を収めた。 

鳥取 智頭農林 
令和元年度森林・林業交
流研究発表会 

日本森林林業振興会会
長賞 森林科学科 林野庁 

地元の荒廃した山林の再生に向けた、植樹活動や植樹に適する樹種の選定研究などを通じた
山林保護活動に関する発表 

岡山 

高松農業 

第１4回全国高校生パン
コンテスト 入賞 食品科学科 伊豆の国市観光協会 

日本のパン発祥の地と言われる静岡県伊豆の国市で開催されるパンコンテストに応募し、書
類審査に残った４名の生徒が本大会に出場して受賞した。 

第４6回毎日農業記録賞 優良賞 農業科学科 毎日新聞社 

「地域の未来を創る農業者を目指して」と題し、高校で作物担当の先生より自動灌水装置の
製作方法を教わり、我が家でもこの装置を使用し実験を始めた。この経験をもとに将来は機
械化をうまく取り入れ、地域に貢献できる農業後継者を目指している 
 

勝間田 
第 18回全国フラワーア
レンジメントコンテスト 

金賞（文部科学大臣
賞） 食品科学科 

第 29回全国産業教育
フェア新潟大会実行
委員会、文部科学
省、新潟県、新潟県
教育委員会他 

 

広島 

世羅 
第５回全国ユース環境発
表大会 環境大臣賞 農業経営科 

独立行政法人環境再
生保全機構 

廃棄稚魚から魚醤を生産し活用するとともに、鯉堆肥を生産して循環型農業を行うことを考
え取り組んでいる。 

油木 

第 2回 RAKUTEN IT 
School NEXT 

RAKUTENITSchooｌNEXT
大賞 

広島県立油木高等学
校 株式会社楽天 株式会社楽天が主催する SDGｓをテーマにした高校生コンペティション 

第 3回日経ソーシャルビ
ジネスコンテスト 学生特別賞 福島大吾 日本経済新聞社 日本経済新聞社が主催するビジネスコンテスト（一般応募） 

 

 

 



都道府県 学校名 大 会 名 賞の種類 受賞者 主催団体 概    要 

広島 西条農業 

第 3回和牛甲子園 
取組評価部門 
枝肉部門 優良賞 畜産科 

全国農業協同組合連
合会  

第 8回うまいもん甲子園 準優勝 畜産科 
一般社団法人全国食
の甲子園協会 

SDS s サンド賀茂!? 
畜産科の豚肉と地元の未利用の食材を用いたサンドイッチを作成 

山口 田布施農工 
第１回全国高校生農業ア
クション大賞 準大賞 

食品科学科 吉井愛
実 他３名 

全国農業協同組合中
央会  

香川 農業経営 

第 45回毎日農業記録賞 優良賞（高校生部門） 農業生産科 毎日新聞社  

第 45回毎日農業記録賞 
高松支局長賞（高校生
部門） 食農科学科 毎日新聞社  

愛媛 

西条農業 

第 47回毎日農業記録賞 優秀賞、優良賞 
食農科学科 藤原大
希、藤田沙奈江 毎日新聞社 みかんジュースの製造、中山間地域における青パパイヤの栽培と普及 

第 3回全国高校生農業ア
クション大賞 認定グループ 食農科学科 JA全中、毎日新聞社 青パパイヤ栽培・普及プロジェクト 

社会共創コンテスト 2019 奨励賞 食農科学科 
愛媛大学社会共創学
部 スマート農業の実践による地域農業の活性化、石鎚黒茶の文化伝承プロジェクト 

水の里の旅コンテスト
2019 優秀賞・特別賞 環境工学科 国土交通省 西条市の名水「うちぬき」をテーマとした各種体験ツアーの計画 

第 17回農業高等学校生
意見文全国コンクール 

最優秀賞 環境工学科 菊池凜
子 

日本農業教育学会 農業土木技術で困難と闘っている子どもたちを救いたい～夢は JICA(青年海外協力隊員)～ 

第 15回 NFD全国高校生
フラワーデザインコンテ
スト 

審査員特別賞、奨励賞 
生活デザイン科  
三宅夢眞、森賀玲奈 

日本フラワーデザイ
ナー協会  

伊予農業 

第１４回パンコンテスト 優秀賞 食品化学科 伊豆の国市  

第１４回パンコンテスト 特別賞 食品化学科 伊豆の国市  

第１９回キルト大賞 第１位 生活科学科 
東京国際キルトフェ
スティバル実行委員
会 

 

海岸功労者表彰 功労賞 環境開発科 全国海岸協会  

高校生科学教育大賞 奨励賞 生物工学科 バイテク情報普及会  

上浮穴 

第８回イオンエコワング
ランプリ CWニコル特別賞 森林環境科ｶﾎﾝ研究班 ｲｵﾝﾜﾝﾊﾟｰｾﾝﾄｸﾗﾌﾞ 脱炭素社会の実現を目指そう 森林の持続可能な利用。 

第５回全国ユース環境活
動発表大会全国大会 

特別賞 森林環境科ｶﾎﾝ研究班 全国ﾕｰｽ環境活動発表
大会実行委員会 

森林の役割と環境について。 

大洲農業 全国お米甲子園２０１９ 特別優秀賞 生産科学科 米・食味鑑定士協会  

南宇和 ＧＡＰ食材を使ったおも
てなしコンテスト 事務局長賞 農業科 

内閣官房東京オリン
ピック・パラリンピ
ック推進本部事務局 

各国・地域の選手に対して、高校生等がＧＡＰ食材を使ったおもてなしをする企画 

 

 

 

 

 

 



都道府県 学校名 大 会 名 賞の種類 受賞者 主催団体 概    要 

福岡 久留米筑水 第４７回毎日農業記録賞 高校生部門優秀賞 
食品流通科３年浦 
太遥 毎日新聞社 「食と農」に関する内容をテーマとした原稿の募集。 

佐賀 唐津南 

第１７回農業高等学校生
意見文全国コンクール 優秀賞 食品流通科   

Ikenobo花の甲子園 2019 
全国大会 敢闘賞 生産技術科 池坊  

第 43回全国高等学校総
合文化祭郷土研究部門 優秀賞 

生産技術科・食品流
通科   

長崎 

島原農業 ＧＡＰ食材おもてなしコ
ンテスト 事務局長賞 生活福祉科 

内閣官房東京オリン
ピック・パラリンピ
ック推進本部事務局 

ＧＡＰ認証を取得した農業高校と自治体が共同チームで参加した。東京オリンピックに向
け、日本各地のホストタウンを訪れる世界各国の選手に対して、日本の食材やおもてなしの
心のすばらしさを発信するもの。 

諫早農業 

ジュニア農芸化学 2019 金賞 食品科学科 日本農芸化学会 
長崎県特産品である「温州みかん」を利用して諫早市の伝統菓子「諫早おこし」を開発し、
加工する際に生じた廃棄物「果皮やじょうのう」を有効利用した椎茸菌床栽培法の研究を行
い、ポスターセッション発表を行った。 

第 9回バイオサミット in
鶴岡 山形県知事賞 食品科学科 慶応義塾大学 

長崎県特産品である「温州みかん」を利用して諫早市の伝統菓子「諫早おこし」を開発し、
加工する際に生じた廃棄物「果皮やじょうのう」を有効利用した椎茸菌床栽培法の研究を行
い、ポスターセッション発表を行った。 

第 5回全国ユース環境活
動発表会 優秀賞 食品科学科 環境省 

現代、竹に代わりプラスチックなどの普及が広がり、その需要が減少し、竹林が放置され、
森林や土壌侵食などで環境問題となっている。そこで、竹の新たな可能性をめざし、きのこ
の菌床栽培の基材として有効活用の研究を行い、プレゼンテーション発表を行った。 

第 63回全国学芸サイエ
ンスコンクール 自然科学研究部門銀賞 食品科学科 旺文社 長崎県特産品である「温州みかん」を利用して加工品を作る際、大量に生じる廃棄物「果皮

やじょうのう」を有効利用した椎茸菌床栽培法の研究を論文としてまとめた。 

第 63回全国学芸サイエ
ンスコンクール 小論文/作文部門入選 食品科学科 旺文社 

農業廃棄物の処理する際に大量の二酸化炭素を生じるため、その廃棄物を有効利用すること
ができれば、環境問題解決の糸口に繋がる活動になる。そのような活動内容を小論文として
まとめた。 

第 17回高校生科学技術
チャレンジ 朝日新聞社賞 食品科学科 朝日新聞社 

長崎県特産品である「温州みかん」を利用して諫早市の伝統菓子「諫早おこし」を開発し、
加工する際に生じた廃棄物「果皮やじょうのう」を有効利用した椎茸菌床栽培法の研究を行
い、ポスターセッション発表を行った。 

第 11回全国農業関係高
校エッセイコンテスト 優秀賞 食品科学科 公益財団法人全国学

校農場協会 
長崎県の特産品である「温州みかん」の有効利用法と加工する際に生じる廃棄物の有効活用
方法を小論文としてまとめた。 

第 19回高校生地球環境
論文賞 入選 食品科学科 中央大学 長崎県の特産品である「温州みかん」の有効利用法と加工する際に生じる廃棄物の有効活用

方法を環境小論文としてまとめた。 

第 47回毎日農業記録賞 優秀賞 食品科学科 毎日新聞社 
長崎県特産品である「温州みかん」を利用して諫早市の伝統菓子「諫早おこし」を開発し、
加工する際に生じた廃棄物「果皮やじょうのう」を有効利用した椎茸菌床栽培法の研究内容
を本人の意見や将来の抱負を交えて作文とした。 

熊本 北稜 

第２９回全国産業教育フ
ェア新潟大会 

銀賞・産業教育振興中
央会会長賞 

園芸科学科 文部科学省 フラワーアレンジメントの県代表として出場し、６５名中３位となった。 

第４６回全国造園デザイ
ンコンクール 

奨励賞 造園科 日本造園建設業協会 課題図に設定された計画地位置、敷地、建物の位置、方位に従い住宅庭園を設計する 

第 57回技能五輪全国大
会 

奨励賞 造園科 厚生労働省 国内の青年技能士（原則２３歳以下）対象の技能競技大会で、造園職種に出場した。 
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熊本 

北稜 
第１４回若年者ものづく
り競技大会 敢闘賞 造園科 厚生労働省 

技能を習得中で就職していない若年者（原則２０歳以下）対象の技能競技大会で、造園職種
に出場した。 

熊本農業 
エコフィードを活用した
畜産物生産の優良事例発
表会 

特別賞 畜産科 公益社団法人中央畜
産会 

売れ残った食品や規格外の野菜を再利用した飼料による「エコフィード」による畜産の優良
事例発表会。全国の法人・高校から最優秀賞１点、優秀賞２点、特別賞２点の発表及び表彰
が行われた。 

矢部 
第１３１回日本森林学会
大会第７回高校生ポスタ
ー発表 

優秀賞 林業科学科 日本森林学会 
高校生を対象にした森林に関わる調査や実践的な活動を紹介するポスター発表。本校のある
山都町の伝統的な祭り「八朔祭」の大造り物製作を通して、地域貢献への取り組みを発表し
た。 

芦北 

全国高校生マイプロジェ
クトアワード２０１９ 

マイプロジェクトオー
ルスターチーム全国優
秀賞 

農業科 マイプロジェクト実
行委員会  

マリンチャレンジプログ
ラム 2019 

マリンチャレンジプロ
グラム 2019九州沖縄
大会優秀賞 

林業科 
マリンチャレンジプ
ログラム 全国大会に出場決定だったが、４月に延期され卒業したのでやむを得ず辞退した。 

阿蘇中央 
第１３回あなたが選ぶ日
本一おいしい米コンテス
ト高校部門 

最優秀金賞 農業食品科 
あなたが選ぶ日本一
おいしい米コンテス
ト実行委員会 

全６４品種予選通過６校６品種の決勝で外観・香り・味・粘り・硬さによる総合審査により
最優秀金賞受賞 

大分 久住高原農業 
平成 30年度未来につな
がる持続可能な農業推進
コンクールＧＡＰ部門 

農林水産省生産局長賞 農業科 農林水産省 平成２４年からのＧＡＰの取り組みが評価され受賞に至った。 

宮崎 高鍋農業 毎日農業新聞記録賞 優秀賞 園芸科学科 
田爪鴻太郎 

毎日新聞社 東京農業大学賞 

鹿児島 

市来農芸 第３回和牛甲子園 

総合評価部門  最優
秀賞 
取組評価部門  最優
秀賞 
枝肉評価部門  優良
賞（２頭） 

畜産部 
（生物工学科） 

全国農業協同組合連
合会  

鶴翔 

第２８回地球環境大賞 文部科学大臣賞 農業科学科 フジサンケイグルー
プ  

ふるさとづくり大賞 総務大臣賞 農業科学科 総務省  

第３回和牛甲子園 取組評価優秀賞 農業科学科 全国農業協同組合連
合会  

伊佐農林 
第 13回あなたが選ぶ日
本一おいしい米コンテス
ト in庄内町 

高校生部門優秀金賞 農林技術科作物選択
生 

あなたが選ぶ日本一
おいしい米コンテス
ト実行委員会 

36校 64点の出品米から，全国で公募された審査員の実食による予選審査を経て，6校によ
る決勝大会に進出した。 

鹿屋農業 GAP食材を使った 

東京オリンピック競技
大会・東京パラリンピ
ック競技大会担当国務
大臣賞 

農業科 
内閣官房東京オリン
ピック・パラリンピ
ック推進本部事務局 

2020年東京⼤会に向けて世界各国からホストタウンを訪問する各国・地域の選⼿等に対し
て，⾼校⽣等による GAP⾷材を使ったおもてなしを行う。鹿屋市，鹿屋中央高校と連携し取
り組んだ。本校は GAP認証のサツマイモやその他の食材を提供した。 

沖縄 中部農林 第１回高校生花いけバト
ル ３位 園芸科学科  第１回高校生花いけバトル全国大会において、３位入賞した。 

 
 


