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特集編の編集にあたって 

 

平成27（2015）年３月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」では、地域

の農業大学校、農業高校等の卒業生の就農を促進するため、関係府省や都道府県等の

連携の下、先進的な農業経営の学習の充実や就農支援体制の強化を図るとされている

ところです。 

また、持続可能な力強い農林水産業を実現していくためには、青年層の新規就業を

促進し、将来に向けて世代間バランスのとれた就業構造としていくことが必要である

ことから、農林水産省と文部科学省では、平成27（2015）年４月に「農林水産業を学

ぶ高校生の就農・就業に向けた人材育成の方策の方向」を示し「農林水産業界や関連

産業界との連携の強化」、「高度な技術習得や国際交流の促進」、「関係機関の連携の強

化」の３つの取組を進めていくこととしています。 

 

 これらを踏まえ、農業高校においては経営力のある多様な担い手の育成を図ること

が求められており、農業高校生の就農･就業に向けた農林水産施策の情報提供や先進

的な経営の学習など、実践的な職業教育を充実させた人材育成機能を強化していくこ

とが重要とされています。 

 

このような中、中国四国農政局は、平成24（2012）年から農業・農村や「食」に関

する関心・理解を深めてもらうため、管内農業高校に対して情報提供や情報発信の取

組を進めてきたところですが、これまで以上に農業高校との連携の強化、促進、そし

て継続に取り組んでいくこととしています。 

 

 現在、中国・四国地域には、地域農産物を利用した新たな加工品の考案･製造･販売、

自分たちが育てた農産物を地元で販売する直売所の設置、地域に根ざした人材の育成

を目指したインターンシップ等、独自の活動に取り組んでいる農業高校も少なくあり

ません。 

 

本特集編では、このような農業高校独自の取組を事例として紹介するとともに、農

業高校に対して実施したアンケート調査等によって、農業高校の現状・課題を整理し、

農業高校との新たな連携のあり方についてまとめてみました。 
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第１章 中国・四国地域の農業高校の現状と課題 

 

 

 

１ 農業高校の状況 

（１）農業高校の現状 

 

高校における職業教育は、農業、工

業、商業、水産、家庭、看護、情報、

福祉など職業に関する教育を行う専

門高校を中心に行われています。 

平成27（2015）年５月現在、農業関

係学科が設置されている高校は、全国

では309校、中国・四国地域では56校と

なっており、そのうち農業学科が単独

で設置されている農業学科単独高校

は、全国では127校、中国・四国地域で

は12校となっています（表Ⅰ-1-1）。 

全国の学科別学校割合をみると、農

業学科が設置されている高校の割合

は高校全体の4.6％となっています

（図Ⅰ-1-1）。 

 

 

第１章では、中国・四国地域の農業高校に対して実施したアンケート調査結果

や文部科学省の学校基本統計等を用いて農業高校の現状と課題を整理します。 

資料：農業高校からの情報提供、各県教育委員会ＨＰ、

当該高校ＨＰ等を基に中国四国農政局作成 

   文部科学省「学校基本統計（学校基本調査報告

書）」 

農業高校数は、全国で309校、中国・四国地域で56校 

資料：文部科学省「学校基本統計（学校基本調査報告書）」 

 注：一つの学校が２つ以上の学科を持つ場合は、それぞれの学科について、重複して計上。 

表Ⅰ-1-1 

 

県別農業学科設置高校数 
（平成27（2015）年５月現在） 

 

図Ⅰ-1-1 

 

学科別学校割合 
（平成27（2015）年５月現在） 
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文部科学省の「学校基本統計（学校

基本調査報告書）」によると、平成27

（2015）年５月現在の高校の生徒数

は全国で約330万人、そのうち農業学

科が設置されている高校の生徒数は

約８万３千人と、高校の生徒数の2.5

％を占めています（表Ⅰ-1-2）。 

全国の生徒の男女別比率を平成17

（2005）年度と平成27（2015）年度で

比べてみると、高校全体では、女子の

比率は49.2％から49.6％と、男女の

比率には、大きな増減はみられませ

んが、農業高校では、43.2％から48.8

％と5.6％増加をしています（図Ⅰ-

1-2）。 

     

資料：文部科学省 

「学校基本統計（学校基本調査報告書）」 

資料：文部科学省「学校基本統計（学校基本調査報告書）」 

10年前よりも女子生徒の割合は、全国、中国・四国地域ともに増加 

表Ⅰ-1-2 

 

高等学校別生徒数 
（平成27（2015）年５月現在） 

 

図Ⅰ-1-2 

 

学校別生徒男女比率（全国） 
（平成17（2005）年度、平成27（2015）年度） 
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次に、今回実施したアンケート調査結果（平成27（2015）年度）と「学校基本統計

（学校基本調査報告書）」（平成17（2005）年度）を比較して、地域別、県別の農業高

校の男女比率をみると、全国と同様に中国・四国地域全体でも、女子の比率は41.8％

から45.3％に増加しています。各県でも女子比率は増加しており、特に鳥取県は39.5

％から49.9％へと大きく増加しています。島根県、山口県、愛媛県の３県では女子比

率が５割を超えています（図Ⅰ-1-3）。 

資料：文部科学省「学校基本統計（学校基本調査報告書）」 

    （中国、四国、中国・四国の平成17（2005）年値は「学校基本統計」を基に中国四国農政局作成） 

中国四国農政局「農業高校現状アンケート調査」 

図Ⅰ-1-3 

 

地域別・県別農業高校生徒男女比率 
（平成17（2005）年度、平成27（2015）年度） 
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今回のアンケート調査では、生徒

数に占める非農家出身の生徒の割

合が「７割以上」と回答した農業高

校が73.2％と全体の４分の３近く

を占める結果となり、多くの農業高

校で農家出身の生徒が少ないこと

がわかります。（図Ⅰ-1-4）。 

農業高校では、非農家出身の生徒

が増えていることについて、 

・農業の魅力を教え、地域の農業 

を支える人材に育てることは 

大変である。 

・農業者になりたいと思わせる 

 教育が必要である。 

・純粋に農業に興味を持って入 

学する生徒も多く、在学中に 

様々な体験をさせることで、農 

業者及び関連産業就職者の掘り 

起こしにつなげたい。 

などとアンケート調査に回答してい

ます。 

また、過去５年間での志望者数の

変化をみると、半数以上の51.8％の

高校が「変化なし」と回答している

ものの、「減少した」と回答した高校

は33.9％と「増加した」と回答して

いる高校は14.3％を大きく上回っ

ています（図Ⅰ-1-5）。 

こうした志望者数の変化に対す

る対策として、多くの高校ではオー

プンスクールなどの体験入学や地

域の行事への積極的な参加、HPの充

実による情報発信の強化等の活動

が実施されています。 

 

 

 

資料：中国四国農政局「農業高校現状アンケート調査」 

資料：中国四国農政局「農業高校現状アンケート調査」 

中国・四国地域では、非農家出身の生徒が７割以上を占める農業高校が73.2％ 

図Ⅰ-1-4 

 

非農家出身者の割合 
（中国・四国地域） 
 

図Ⅰ-1-5 

 

高校志望者数の変化（過去５年） 
（中国・四国地域） 
 

資料：中国四国農政局「農業高校現状アンケート調査」 
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また、現地事例収集の際に、生徒に農業高校を志望した理由を聞き取ったところで

は、以下のような回答がありました。 

・オープンスクールに参加した時の印象が良かったから。 

・将来、動物関係の仕事に就きたいと思っていたから。 

・農業は好きな分野だから。 

・食品の成分分析をやってみたかったから。 

・家が農業で、自分も就農を希望しているから。 

・学校のパンフレットを見て、遺伝子組換えに興味を持ったから。 

・在校中に、色々な資格を取ることができるから。 

・オープンスクールで色々と牛の話を聞いて、詳しく勉強したくなったから。 

 

農業高校の生徒の卒業後の

進路状況をみると、全国では

就職が53.9％、進学が42.5％

となっています。中国・四国

地域では、就職が52.5％、進

学が47.5％と全国に比べて

進学の比率が高くなってい

ます。これを地域別にみる

と、中国地域の進学比率は

42.7％と全国とほぼ同比率

ですが、四国地域は進学比率

が53.3％と半数以上を占め、

全国を10.8％上回っていま

す（図Ⅰ-1-6）。 

就職と進学の内訳をみる

と、農業高校で学んだ専門学

科に関係した進路に進んだ

生徒は、就職では38.8％、進

学では40.3％となっていま

す（図Ⅰ-1-7）。 

 また、進学先別進学者割合では、専門学校が53.2％と半数以上を占め、次いで大学

が27.5％となっています（図Ⅰ-1-8）。 

 

資料：全国値については文部科学省「学校基本統計（学校基本調査

報告書）」を基に中国四国農政局作成（「一時的な仕事に就い

た者」「不詳･死亡の者」「左記以外の者」を「その他」として

計上） 

中国・四国、中国、四国は中国四国農政局「農業高校現状ア

ンケート調査」 

高校で学んだ分野へ進む生徒は、就職、進学ともに約４割 

図Ⅰ-1-6 卒業後の進路状況 
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資料：中国四国農政局「農業高校現状アンケート調査」 

資料：中国四国農政局「農業高校現状アンケート調査」 

  

図Ⅰ-1-8 

 

進学先別進学者割合（中国・四国地域） 
 

図Ⅰ-1-7 

 

就職と進学の内訳（中国・四国地域） 
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（２）農業高校が実施する取組の状況 

（２ 

今回のアンケート調査結果から農業高校が実施している様々な取組の状況をみる

と、最も多くの高校が実施している取組は「農業者育成に向けた取組」で、全体の89.3

％にあたる50校が実施しています。農業後継者の育成は、農業高校の重要な目的の一

つとなっています。次いで、全体の87.5％にあたる49校が「地域や企業等と連携した

取組」を実施しており、農業高校が地域に密接に関わっていることがわかります。「商

品化や起業化等、６次

産業化に向けた取組」

には、全体の64.3％に

あたる36校が取り組

んでおり、地域の農産

物や特産物を活用し

た商品開発やこれを

事業化すること等に

ついて学習する場を

提供しています（図Ⅰ

-1-9）。 

また、複数年にわた

り、取組を継続してい

る高校も多く、全体の

96.4％にあたる54校

が「ある」と回答して

います（図Ⅰ-1-10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業後継者育成に取り組む高校が89.3％ 

資料：中国四国農政局「農業高校現状アンケート調査」 

 注：回答は複数可 

資料：中国四国農政局 

「農業高校現状アンケート調査」 

図Ⅰ-1-10 

 

複数年の間継続している取組の有無 
（中国・四国地域） 
 

図Ⅰ-1-9 

 

農業高校が実施している取組の割合 
（中国・四国地域） 
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農業高校における農業教育の振興発展のため、昭和 27（1952）年に全国の農業高校

の農業教職員を中心に設立された「全国高等学校農場協会」が、平成 27（2015）年に

全国の農業高校に対して実施した「農業高校の存在意義を高めるための調査」による

と、様々な取組を実施することで農業高校が得られた成果として 

・農業に夢を持つ者が出てきた。 

・専門の勉強がしたいという志願者が増加した。 

・コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力の向上が図られた。 

・地域から学校が理解されるようになった。 

・地域の中核を担う場所としての学校（高校）の役割が発揮されつつある、生徒へ

の適正な評価が得られた。 

などを挙げています。 

 また、地域の農業に対して農業高校が果たしている役割としては、 

・高齢、過疎化などの中で若い発想力の提供及び活性化、地域産業に貢献できる人

材の育成。 

・新品種の開発や情報発信など研究機関的な役割。 

・農村文化の継承。 

・農業関係の話題の提供、世代間交流、地域創生のきっかけ作り。 

などを挙げています。 

 全国高等学校農場協会では、農業高校で学んだことは、たとえ、就農あるいは関連

産業への就職に直ちに結び付かなくても、将来的に必ず役立つ経験や知識であり、人

生を豊かにする学びであると考えています。 

 

農業高校が今後行い

たい・促進したい取組

は、「商品化や起業化等、

６次産業化へ向けた取

組」の回答が最も多く全

体の28.0％を占め、次い

で「先進技術を利用した

取組」が23.4％、「農業

者育成に向けた取組」と

「地域や企業等と連携

した取組」がともに18.7

％となっています（図Ⅰ

-1-11）。 

 今後取組を行う・促進

するにあたり、農業高校 資料：中国四国農政局「農業高校現状アンケート調査」 

 注：回答は複数可 

これから実施したい・促進したい取組とその課題・問題点 

図Ⅰ-1-11 

 

今後行いたい・促進したい取組 
（中国・四国地域） 
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では、 

・県内でのインターンシップ、見学や研修等の受け入れ先の確保が大変である。 

・先進技術については視察・研修が重要であるが、経済的・時間的にも困難な状況

がある。 

・施設、設備が旧式であり、先進技術を取り入れた取組の展開が行いにくい。 

・ロボット技術やICT を活用した新たな農業の方向性について、学校教育にも導入

すべきと考えているが、予算が確保できない。また、教員が技術習得をする機会

が少ない。 

・施設・設備が古く、校内では、先進的な農業経営・技術を十分に学習できない。 

・６次産業化に取り組むにあたり、教職員に必要な知識・技術が不足している。 

・海外視察や国内の長期にわたる研修は経済的に個人負担が多すぎる。 

などの課題・問題点があると回答しています。 

  

「農業後継者の育成」は、全体の９割に近い農業高校で取り組まれていますが、な

かなか就農の拡大に結び付いていないのが現状です。 

このことについて、今回実施したアンケート調査では、次のような課題・問題点が

あると回答されています。 

・農業法人は多くなっているが、新しい農業者を受け入れる十分な体力がない。 

・具体的な成功例（ロールモデル）が不足しているため、生徒が目指すゴールが見

えない。 

・TPP 協定加盟に当たって、農業のマイナス面が一般的に流布されるため、新規就

農者や農業高校の志望者にとっては、就農や進学を躊躇
ちゅうちょ

する材料になっている。 

・農業基盤の無い生徒が就職できる農業法人が確保できない。 

・あらゆる切り口で食農教育の大切さを広報することや、職業としての農業の魅力

をアピールすることに取り組む必要がある。 

・農業経営等のノウハウを学ぶ機会が少なく、実際の農業経営について具体的なイ

メージが持てない。 

・将来、農業を志している生徒に対して、具体的な経営指針を示すことが難しい。 

・農業分野は、最初から経営者レベルの人材が求められていることから非農家出身

の生徒が志を持っているだけでは、農業に就きにくい状況にある。他産業が持つ

人材育成の仕組みと、人材が育つまで待つという姿勢を、雇用者側が持っていな

ければ、担い手の窓口は広がらないよう感じる。 

・農業に将来性と安定性があることが、生徒や保護者に伝わらなければならない。 

・専業農家でない生徒が農業をする場合、初期投資がネックになっている。 

 

 

 

農業後継者育成の課題・問題点 
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 このように課題・問題点はありますが、農業高校の取組がきっかけとなり、農業法

人へ就職した事例もみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県立興
こう

陽
よう

高等学校を卒業した佐藤
さ と う

桃
もも

重
え

さんは、高校で取り組んでいる「おかやま農

業女子」との連携活動に参加していました。 

 活動の一環として、販売会やマルシェ等のイベントに参加して

いく中で「おかやま農業女子」メンバーの藤井さんと出会いまし

た。 

藤井さんの人柄にも惹かれ、藤井さんが経営する平飼い鶏の鶏

卵、プリン等の加工品を製造販売している（株）卵娘
ら ん こ

庵
あん

での４日

間のインターンシップに参加し、「こんなところがあるんだ、ここ

に就職したい。」と思いました。 

また、藤井さんの商品づくりに対する「お孫さんに安

全なものを食べさせたい。」との思いに共感し、この会

社に貢献したい、就職したいとの気持ちが一層強くな

り、当初は農業大学校への進学を考えていましたが、平

成28（2016）年４月に卵娘庵へ就職しました。 

 これからは、会社の一員として農業女子の活動に参

加して、興陽高校だけでなく他の農業高校の女子と一

緒に、色々なイベント等に取り組んでみたいと思って

います。 

 【コラム１】 高校の取組をきっかけに農業法人へ就職（佐藤
さ と う

桃
もも

重
え

さん） 

 

佐藤桃重さん 

 

興陽高校での取組の様子 
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 全国高等学校農場協会では、「農業関係高等学校（含む総合学科）就農調査」を実施

し、全国の平成 21（2009）年度の 40 歳未満の新規就農者の中で、農業高校出身者が

占める割合を調査しました。その結果をみると、全国では全体の 21.0％が、中国・四

国地域では全体の 14.1％が、農業高校出身者となっています（図Ⅰ-1-12）。 

また、中国・四国地域では農業高校が高校全体に占める割合が、全国の 6.4％に対

し 8.4％と高いにもかかわらず、農業高校出身の 40 歳未満の新規就農者は全国を下回

っています（図Ⅰ-1-12）。 

 

 

 

資料：全国高等学校農場協会「農業関係高等学校（含む総合学科）就農調査」 

文部科学省「学校基本調査（学校基本調査報告書）」 

を基に中国四国農政局作成 

中国・四国地域の新規就農者（40歳未満）の14.1％が農業高校出身 

図Ⅰ-1-12 

 

農業高校出身者が新規就農者（40歳未満）に占める割合 
（平成21（2009）年度） 
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２ アンケート調査の概要 

 

 中国・四国地域の農業高校を対象に、以下のようなアンケート調査を実施しました。 

（１）目的 

  農業高校の規模、卒業生の進路状況や独自に行われている取組等を把握する。 

（２）調査対象 

  中国・四国地域において農業関係学科が設置されている高校。全56校。 

（３）調査期間 

  平成27（2015）年12月１日（火）～14日（月） 

（４）調査方法及び回収率 

  電子メールにて各高校へ配布、電子メール又はＦＡＸにて回収。 

 回収率は100％。 

（５）調査項目 

 問１   生徒数について（学年別・男女別） 

問２   生徒の非農家の割合について 

 問３～６ 志望者数の変化とその理由と対応について 

 問７   卒業後の進路について 

 問８～10 取組について（取組を以下の６種類に分類する。） 

① 農業者育成に向けた取組 

② 先進技術を利用した取組 

③ 商品化や起業化等、６次産業化へ向けた取組 

④ 地域や企業等と連携した取組 

⑤ グローバル化に対応した取組 

⑥ その他 

 問11   今後行いたい取組内容と課題・問題点について 

      （取組の分類は問８に準ずる。） 

問12   農業者育成の課題・問題点について    

 問13   県や関係機関等との連携について 

 問14   国（農林水産省）への要望について 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国・四国地域の農業高校全56校に対して実施 
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第２章 農業高校の多種多様な取組 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 農業者育成に向けた取組 

  

「農業者の育成」は、農業高校の重要な目的の一つであり、中国・四国地域でも全

体の９割に近い農業高校で取り組まれています。アンケート調査結果では、主な取組

の内容として県内外の農家等へのインターンシップ、地元の農家や県・市町村職員を

講師とした地域農業を学ぶ授業等を挙げています。 

事例として紹介していませんが、鳥取県では、平成 28（2016）年度から県内の農林

水産系学科設置高校（県立）が、県農林水産部等と連携し、県内の生産者や法人等の

協力を得て農林水産業の現場を学ぶデュアルシステム(長期のインターンシップ)を実

施しています。 

ここでは、島根県立矢上
や か み

高校と愛媛県立西条
さいじょう

農業高校の取組を紹介します。 

  

第１章でも述べているように、中国・四国地域の農業高校は、各々の高校で

特色を活かした様々な取組を行っています。 

今回実施したアンケート調査では、取組を以下の６種類に分類し、活動状況

を把握しました。 

（１） 農業者育成に向けた取組 

（２） 先進技術を利用した取組 

（３） 商品化や起業化等、６次産業化へ向けた取組 

（４） 地域や企業等と連携した取組 

（５） グローバル化に対応した取組 

（６） その他 

第２章では、分類した中から、特徴的な取組事例をいくつか紹介します。 

 

農業高校の重要な目的として、最も多くの高校が取り組む 
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島根県立矢上
や か み

高等学校は、ふるさとを思い地域社会・国際

社会に貢献できる有為な人材の育成を目標として、昭和23

（1948）年に創立されました。 

普通科と産業技術科の２つの学科を設置しており、産業技

術科は、１年生で、野菜、畜産、工業について幅広く学び、

２年生になると、その中から興味を持った分野を選択し、よ

り深く掘り下げて知識とスキルを身に付け、地域の産業の発

展に貢献できる人材の育成に努めています。 

同校では、10年前から地域の商店や企業などの事業者を受け入れ先としたインターンシ

ップを実施していましたが、５年前には、受け入れ先を野菜、畜産、工業という３つの選

択分野に合わせるように変更しました。 

このインターンシップは２年生を対象にしており、 

① 学習している知識・技術の蓄積を現場で体験することと関連付けて総合的な学力をつ

ける。 

② 在学中に企業・各事業所での体験学習を通じて、職業人の心構えや協調性等の基礎的

・基本的な考え方を学ぶ。 

③ 仕事に対する興味を高め、高校での学習に対する意欲の高揚を図る。 

④ 地元の企業・各事業所等の職場をとおして、その仕事内容などを理解する機会とする。 

を目的に、授業の一環として行われているものです。 

平成27（2015）年度は、10月13日から16日までの４日

間の期間で実施しました。 

 畜産を専攻して酪農農家へ行った生徒からは、 

・仕事というイメージが無かったけれど、初めて経験

することが多かったので楽しかった。 

・牛の頭数が多くて、学校での実習とは全然違ってい

た。 

・仕事の大変さや食べ物の大切さを学ぶことができ

た。将来に活かしていきたい。 

・気軽に話しかけてくれて、やさしい人ばかりだった。 

・三瓶
さ ん べ

開拓祭にも参加させてもらい、全国から集まっ

た人たちから畜産の知らないことや面白い話をた

くさん聞けた。すごく充実していた。 

【ポイント】 

○ インターンシップが生徒の視野をひろげる 

○ 現場の経験が学びにつながる 

 島根県立矢上
や か み

高等学校「インターンシップ」（島根県邑智郡邑南町
おおちぐんおおなんちょう

） 【事例１】 

 島根県 

邑南町 

 

参加した生徒（校訓の前で） 
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・行く前は、すごく不安もあったけれど、最後は楽しくなった。 

・たくさん働いて、いっぱい食べて、すごく笑ったインターンシップだった。将来に活

かしたい。 

などの感想が聞かれました。 

同校は、仕事の厳しさを教えてもらうことに併せて、大人に色々な話を聞かせてもらう、

現場と学校を比較し、違いを知り視野をひろげることを狙いとしており、研修後の生徒は、

実習における作業効率が目に見えて上がっている上、農業に対する意識が向上しているこ

とから、研修の成果が活かされていると見ています。 

この取組は、年によっては受け入れ先からの求人もあり、研修後の受け入れ先の評価表

でも生徒への評価が高いことからも周囲の期待は大きいと考えており、今後も積極的に継

続していくこととしています。 

また、同校では学校では教えられない

ことをもっと学ばせたいと、地域や東京

日本橋のアンテナショップでの販売体

験、家畜診療所での実習、自分たちが育

てた子牛の市場への出荷体験等も実施し

ています。 

これらの活動に参加した生徒は 

・子牛市場では、中はピリピリした緊張

感を感じたけれど、外では皆さんが親

切に接してくれて良い雰囲気だった。

今後のモチベーションにもつながる。 

・自分たちが作ったものを販売するこ

とは大変だけど、お客さんからおいし

かったと言われるとうれしい。 

・入学するまでは知らないことばかり

で農業は大変そうだと思っていたけ

ど、授業や実習を受ける中で、どんど

ん知っていく自分が楽しい。 

と感想を話しています。 

同校は、これらの取組を通じて、現場で

の経験が学びにつながると実感しており、

これからも、外へ出て行く機会や多くの人

と交流できる機会を増やしていきたいと

考えています。 

インターンシップの様子 
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愛媛県立西条
さいじょう

農業高等学校は、大正８（1919）年に創立さ

れ、現在、食農科学科、環境工学科、生活デザイン科の３学

科を設置し、農業専門高校の特性を生かした教育実践を通じ

て、地域社会に貢献できる人材育成をめざしています。 

西条市は、平成14（2002）年度から、農産物の生産、加工、

流通等の機能を集積化した「総合６次産業都市」に向けた都

市づくりを進めており、その実現をめざす機能を大きく物流

･販売のハブ拠点を目指す「総合６次産業都市コア機能」、安 

定的な農産物供給拠点を目指す「安定的生産機能」、総合６次産業都市を担う専門人材養

成拠点を目指す「専門人材育成機能」の３つに分類しそれぞれ取組を行っています。 

 また、西条市では、３つの機能の一つである専

門人材育成機能を充実するため、地元高等学校と

連携して農業人材を育成する取組「高校生農業ビ

ジネススクール」も実施されています。これは、

将来就農を考える高校生に対し、先進的な技術や

農業経営に触れる機会を提供し、農業と自分の将

来により深い興味や関心を持ってもらうことを

目的として、基本的に夏休みと冬休みの年２回開

催されているものです。 

ビジネススクールでは、平成23（2011）年８月

に設立され、農作業スケジュールの自動化やネッ

トワークカメラを使った栽培管理等を展開し、大

規模栽培モデルの確立に取り組む、株式会社「サ

ンライズファーム西条」でICT技術を導入した先

進的な農業経営を学ぶほか、経営面積や作目、経

営コストも考えて明確な目標設定をさせるなど、

将来の就農計画を作成し、就農意欲の向上につな

げていくための６日間のカリキュラムが組まれ

ています。 

同校では、これを受講することにより、生徒が

農業分野についても新しい感覚を身に付ける良

い機会となると考え、参加することとしました。 

 

【ポイント】 

○ 参加することで、生徒が農業を進路の一つに考えていくきっかけに 

○ 地域の農業後継者育成につながる 

 愛媛県立西 条
さいじょう

農業高等学校「高校生農業ビジネススクール」（愛媛県西条市
さいじょうし

） 【事例２】 

 愛媛県 

西条市 

参加している生徒たち 

 

 

「総合６次産業都市」の全体像 

 西条市 HP より 
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同校は「このビジネススクールは、先進技術を使

った農業経営や就農計画の作成など、学校ではなか

なか教えられない内容が多く、参加した生徒たちの

多くが新鮮な驚きを感じると同時に刺激を受けて

いるようだ。」「農業を職業として進路選択の一つに

考える良いきっかけになっている。」と考えていま

す。 

参加した生徒からは、 

・西条市の取組を教えてもらい、意外な取組もあ

ることを知りスゴイなと思った。 

・サンライズファームが安全・安心を考えた生

産、加工を行っている点が良いと感じた。 

・農業は田畑で生産するものと思っていたが、参

加して６次産業化などの違う農業のあり方を

知ることができて、非常に良い経験となった。 

・就農計画の作成では、作付面積やコストなどの

計算が大変だった。 

・何を、どれだけ作るのか、農薬の使用量とかを

考えるのは難しい。 

・収穫量や販売価格を考えながら、利益の出る計

画を立てることは難しかった。 

などの感想がありました。 

また、 

・授業やビジネススクールに参加することで農

業の現状を知り、植物工場の運営に携わって

いきたい。 

・入学した頃は具体的な将来を決めていなかっ

たけど、実習やビジネススクールに参加して、

将来は野菜の栽培方面で地域に貢献したいと

思った。 

・実習や色々な活動に参加するうちに、もっと学

んで、地元を活気づけたいと思うようになっ

た。 

と将来の抱負も話しています。 

同校では、この「高校生農業ビジネススクール」に参加していくことは、将来の地域の

農業後継者育成につながる一つの手段と考え、今後も積極的に取り組んでいくこととして

います。 

 

「サンライズファーム西条」農場見学 

就農計画作成と発表の様子 
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２ 先進技術を利用した取組 

 

今回のアンケート調査では、植物工場や ICT を活用した、農業の先進技術等につい

て、多くの農業高校が興味を持ち、今後行ってみたい・促進したい取組の一つと回答

しています。農業高校の中には、県の農業試験場において、教職員が農林業の先端技

術についての研修を受けているところもみられます。 

ここでは、「スーパープロフェッショナルハイスクール（SPH）」に指定されている広

島県立庄原
しょうばら

実業高校の取組を紹介します。 

 

   

多くの農業高校が、興味を持ちこれから取り組んでみたいと回答 
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広島県立庄原
しょうばら

実業高等学校は、農業に関する専門高校と

して、未来を切り拓く感性豊かな人間形成教育を進め、社

会で通用する人材を育成するために、明治41（1908）年に

創立されました。 

農業に関する学科として、生物生産学科、環境工学科、

食品工学科、生活科学科の全４科が設置され、それぞれの

専門分野や関連産業で活躍する将来のプロフェッショナル

の育成を目指しています。 

同校は、少子化により生徒数が減少する中、学校を活性化するために、平成26（2014）

年度から始まった、文部科学省の「スーパープロフェッショナルハイスクール（SPH）」事

業に応募し、平成27（2015）年度に広島県で初めて指定を受けました。SPH事業は、高度な

知識・技術を身に付けた専門的職業人を育成するため、先進的な卓越した取組を行う専門

高校が指定されるものです。 

同校では、「地域産業の創生とグローバル化に対

応できる将来のプロフェッショナルの育成～里山

のチカラを世界に～」という研究課題を設け、地域

と連携した農業高校らしい取組や新たな教育プロ

グラムの開発に取り組んでいます。 

新たな教育プログラムとしては、地域のことを

学び、地域の素晴らしさを再発見していく「地域農

業探究」を実施しています。これは、地域の農業や

食文化等について地域のエキスパートから学ぶ中

で地域の実態を把握するとともに、課題を発見し、

その課題の解決方法を考察していくことで、知識

を活用するチカラや協働して新しい価値を生み出

すチカラを育成するものです。 

また、農業高校らしい取組としては、同校でWCS用稲を使い飼養している肥育牛の５年

間の給餌体系を検証するために、脂肪交雑の状況を画像で判定できる「超音波画像診断装

置」を導入しました。 

生徒は、この機器に詳しい広島県畜産技術センターの技術指導を受けながら、的確な脂

肪交雑判定のため、同校で飼養している肥育牛と併せて、地域の肥育農家に出向いてデー

タ収集を行っています。 

【ポイント】 

○ 県の技術センターと協力して地域畜産に役立てる 

○ スーパープロフェッショナルハイスクール（SPH）として地域に貢献する 

 広島県立庄 原
しょうばら

実業高等学校「SPH 事業で地域活性化」（広島県庄原市
しょうばらし

） 【事例３】 

 

 広島県 

取組に参加している生徒たち 

 

庄原市 
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地域の農家とお互いに協力しながらデータ収集等の活動を行うことで、農家の期待も高ま

り、生徒だけでなく教職員もやる気になっています。 

今後は、蓄積したデータをもとに検量線を作成し、出荷時期を的確に判断できる指針と

するとともに、肉質向上や給餌期間の短縮等を通じて、肥育農家の経営改善につながって

いけば良いと考えています。 

更に、こうして得られた研究の成果を情報

発信し、外へ向かって、全国へ向かってアピ

ールしていきたいとも考えています。 

これらの取組に参加した生徒からは、 

・授業では学べないことをたくさん教え

てもらえた。将来の就農に向けて、実際

に農家の方から話を聞いてみることも

大切と感じた。 

・良い経験をさせてもらった。 

・一からものを作る大変さを学んだ。 

・事前に情報収集をしていたが、実際の現

場は違うと感じた。 

・インタビュー時の質問の内容を考える

のは苦労した。 

・相手が答えた内容を自分が理解できて

いるのか不安もあった。 

・高額な機器なので使う時には緊張した。 

・しっかりと判定するには回数を重ねな

いと難しい。 

・使った回数が少ないので、どう使えば良

いのかまだ探っている感じ。 

などの感想がありました。 

SPH事業では、高度な知識･技能を身に付

け、社会の第一線で活躍できる専門的職業人

の育成を目的としています。 

同校は、そのためには農業高校が核となっ

て、地域の文化等を学びながら地域で生活す

る、それを全国へ、世界へ発信していくこと

が必要と考えており、こうした取組を続ける

ことにより、地域に残る生徒が増えることを

期待しています。 

 

 

超音波画像診断装置「しもふりマスター」 

脂肪交雑データ収集作業 

 

地域農業探究 
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３ 商品化や起業化等、６次産業化へ向けた取組 

 

 中国・四国地域では、地域の農産物や特産物等を利用した新たな商品の開発に取り

組んでいる農業高校が多く、アンケート調査結果では、全体の６割以上の高校で実施

されており、JA や地元の食品製造業者と連携して、新商品開発に取り組んでいる高校

もみられます。 

ここでは、地域で大きな問題となっている有害鳥獣の利活用に取り組んでいる岡山

県立真庭
ま に わ

高校、農業高校以外の高校と協力して新たな商品の開発に取り組む徳島県立

城西
じょうせい

高校及び香川県立笠田
か さ だ

高校の３校の取組を事例として紹介します。 

 

 

  

地域の特産物を使った商品開発、他校と協力している高校もある 
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岡山県立真庭
ま に わ

高等学校は、岡山県立落合
おちあい

高等学校と岡山県

立久世
く せ

高等学校が合併し平成23（2011）年４月に創立されま

した。 

校地は２カ所に分かれており、落合校地では普通科、看護

科・専攻科、久世校地では、農業に関する学科として生物生

産科と食品科学科が設置されています。 

生物生産科では「農業に関する基礎的、基本的な知識・技

術を身につけ、地域社会や農業の発展に主体的に関わる職業 

人の育成を図る。」を、食品科学科では「安全・安心な食品提供の為の基礎知識、技術、態

度を身につけるとともに、地域社会に貢献できる人材を育てる。」をそれぞれの目的とし

ています。 

平成24（2012）年９月、農作物に対する被害が深刻化・広域化している野生鳥獣の利活

用について、岡山県美作
みまさか

県民局から「捕獲鳥獣を使って加工品を作り、試食会を開きたい

ので真庭高校も参加しませんか。」との声が掛かり、生徒とイノシシ肉を使った試作品の

製造に取りかかりました。 

当初はカレー、ハム、コロッケ等の製造を

行いましたが、使えない部位もありくず肉の

発生が多くなってきました。そのくず肉をな

んとか利用できないか考えていたところ、

昔、地元で行われていた肉の保存方法にヒン

トを得て、しょうゆが作れないかと思うよう

になりました。課題研究でくず肉を使ったし

ょうゆの試験醸造に着手し、平成25（2013）

年には本格的な製造を行い、製品に「猪の肉

醤油」と名付けました。 

完成品を、美作県民局に持ち込んだところ、まず「イノシシ肉でしょうゆを作る。」とい

う発想に驚かれました。また、地元の飲食店等での試食では、「普通に料理に使える。」と

の評価を得ました。 

 その後は、「猪の肉醤油」を利用した加工品の開発を考え、第一弾としてラーメンを製

造しました。真庭市地域おこし協力隊の方から「真庭高校がジビエ活用に取り組んでいる

ということを地域の方にもお知らせしませんか。」との誘いがあり、また、地域の方々の

協力もあり、久世商店街の空き店舗を使って多くの人へ提供することができました。 

 

【ポイント】 

○ 未利用資源を利用した地域の特産物づくり 

○ 「地域おこし協力隊」と協力した地域活性化 

 岡山県立真庭
ま に わ

高等学校久世
く せ

校地「有害獣利活用プロジェクト」（岡山県真庭市
ま に わ し

） 【事例４】 

 岡山県 

真庭市 

 

「猪の肉醤油」（非売品） 

生徒がデザインしたラベルを使用 
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このラーメンが好評であったことから、平成27（2015）年11月には久世商店街のフリー

スペース「風曜日」で１日限定のジビエカフェを営業し、地域の方々30人を招待して新た

に「猪の肉醤油」を利用したイノシシ肉ハンバーグと地域の農産物を使った料理「山から

の贈り物ランチプレート」を提供しました。 

これは、生徒の地域への参画意識を向上させたい

との考えから、学校が提案する商品を地域で販売す

る「地域活性化プロジェクト」の一環として真庭市

産業サポートセンターの協力を得て実施したもの

です。 

今後も、この活動を続けたいと考えており、平成

28（2016）年１月からは新商品として「イノシシ丼」

の提供を始め、１年生が主体となって「シカ肉」を

利用したしょうゆの開発も進めています。 

活動に参加した生徒からは、 

・生産側に廻ることでモノを作る大変さを身を

もって知ることができて良かった。 

・生産の現場を知ったことでより食べ物の大切

さを感じた。 

・もろみ作りには３ヶ月くらいかかり、冬にしょ

うゆを絞るのが寒くて大変だった。 

などの感想がありました。 

また、「入学した頃は栄養士になれればいいなぁ

と漠然と思っていましたが、３年間の授業やこの取

組に参加することで目標が明確になりました。自分

も栄養士となって地元に貢献できる人材になりた

い。」と将来の抱負も話していました。 

学校としては、地域の特産物やくず肉などの未利

用資源を使った加工品の開発、提供を続けることが

有害獣の駆除、更には久世の地域おこしにつながっ

ていけば良いと考えており、この取組の今後の更な

る展開に期待しています。 

 

 

 

なお、「有害獣利活用プロジェクト」は平成27（2015）年８月に開催された、第35回日本

学校農業クラブ中国ブロック連盟大会において、最優秀賞を受賞しました。 

 

 

 

１日限定ジビエカフェ 

新メニュー「イノシシ丼」 

日本学校農業クラブ中国ブロック連盟大会 
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徳島県立城西
じょうせい

高等学校は、明治37（1908）年に創立さ

れ、生産技術科、植物活用科、食品科学科、総合学科の

全４学科を設置しています。 

同校では、「JAPAN
じ ゃ ぱ ん

 BLUE
ぶ る ー

」に象徴される阿波藍を保存･

伝承さらに振興しようと、藍を栽培して染料「すくも」

を生産、藍染め製品の開発･販売にいたる「阿波藍６次産

業化プロジェクト」を平成 21（2009）年度からスタート

させました。 

平成 27（2015）年度には、「農工商連携６次産業化プロデュース事業」として生産･加工

･販売を一体化した６次産業化商品のプロデュースのため、農業科、工業科、商業科設置

高校が連携し、実践的な「阿波藍をテーマにした商品開発」に取り組みました。 

これは、農業、工業、商業高校が単なる連携ではなく、協働を通してそれぞれの専門性

を活かすことにより、６次産業化に対応した実践的な取組を行うとともに、研究成果の普

及を図ることで、６次産業化をプロデュースする人材を育成し、専門高校の充実や６次産

業化に対応した新たな教育を進めていくことを目的としています。 

 この事業には、同校のほかに、工業科設置高校であ

る徳島
とくしま

科学技術高校と商業科設置高校である徳島
とくしま

商業

高校が参加しており、生産・加工・販売を３校の代表

生徒が体験し、お互いの専門性を商品開発に活かして

います。同校は、タデ藍
あい

を栽培し、天然染料「すくも」

を生産し、天然
てんねん

灰汁
あ く

発酵建ての染め液により阿波和紙

や布を染色した商品開発を担当しています。今後は、

葉
は

藍
あい

（乾燥葉のこと）を用いた和菓子や、本藍染めの

和紙を用いた行灯
あんどん

などの商品開発も行う予定です。徳

島科学技術高校は、藍を栽培する上で最も重労働とな

る刈取りの効率化を図る「藍の刈り取り機」の製作を

担当し、徳島商業高校は、市場調査や流通経路の開拓

・企業との連携、商品化に向けたポスターやパッケー

ジデザインの作成を担当しています。 

品質の良い天然染料「すくも」を作るには、不純物

が混じらないことが重要で、夏の炎天下の畑での除草

やかん水作業など、きめ細やかな作業を欠かすことは

【ポイント】 

○ 農業、工業、商業の３高校が連携し「阿波
あ わ

藍
あい

」を活かした商品開発 

○ 連携することで新しい考え方を生み出す 

 徳島県立城 西
じょうせい

高等学校「農工商連携６次産業化プロデュース」（徳島県徳島市） 【事例５】 

 徳島県 

徳島市 

 

参加している生徒たち 

 

徳島商業高校が作成したポスター 
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できません。このほか、天然染料「すくも」の製造であ

る「寝せ込み」は、葉藍に水分を加えて発酵させるも

のであり、５日ごとの「切り返し」と呼ばれる撹拌作

業を行い、発酵を促します。発酵が進むと、70℃前後

の発酵熱と強烈なアンモニア臭に襲われるなど、生徒

は、体力のほかに集中力や根気が必要となります。美

しい「JAPAN BLUE」にたどり着くまでには、過酷とも

言える独特の行程が半年以上続くのです。 

この取組に参加した生徒からは、 

・他の高校と一緒に加工品づくりに取り組めて、情

報や技術面で共有ができて意義があった。 

・夏の炎天下の過酷な中での作業等で大変であった

が、収穫した時及び製品が完成した時の達成感は

一入
ひとしお

であった。 

・自分たちにはない発想が出るので、それを参考に

し、新しい製品を生み出していきたい。 

・授業や実習では得られない貴重な経験ができた。 

・この取組により、コミュニケーション能力を養う

ことができた。 

などの意見が聞かれました。 

 同校は、３校連携の取組を通じて、生徒自らが意見

を出し合い、それをまとめて１つの事業に取り組んで

いくことの意義を強調しています。 

「最初は、異なる考えや方法を受け入れることに抵

抗はあるものの、それを受け入れ新しい考え方を生み

出していくことが重要である」「生徒がアイデアを出し

合い、『葉藍』を活かした和菓子等を開発するなど、『食』

への活用には大きな可能性を感じている」「ハンカチ・

Ｔシャツ以外にも商品化の積極的な意見も出され、３

校の連携で習得したものは大きい」と考えており、今

後も商品の改良、開発に向け３校の連携を継続してい

くこととしています。 

また、同校では、生徒が収穫した藍の種子を全国の希望者に無料配布する「藍の種子ネ

ットワーク事業」にも取り組み、全国47都道府県から送付依頼を受けています。送料は希

望者負担で、82円切手で送付できる量の種子を配布したところ送付件数は1,000件を超え、

大きな反響を得ています。 

今後も、藍染め商品の良さを広く情報発信していきたいと考えています。 

 

 

３校の生徒による協同作業 

すくも寝せ込み 

藍染め商品 

 

 

 

藍の種子 
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香川県立笠田
か さ だ

高等学校は、昭和３（1928）年に創立さ

れ、農業に関する学科として、農産科学科、植物科学科、

食品科学科、家庭に関する学科として、生活デザイン科

の全４学科を設置し、「農」「食」「衣」の学習を行い、

専門分野において地域社会に貢献寄与できる人材の育

成を行っています。 

同校は、以前から、地域農産物等を使ったジャムやみ

そなどの加工品を「笠
かさ

高
こう

ブランド」として製造・販売し

てきました。 

平成27（2015）年度には、善通寺
ぜ ん つ う じ

市の香川県立善通寺
ぜ ん つ う じ

第一高等学校デザイン科と連携し

て、加工品の製作に取り組みました。両校がそれぞれの専門性を活かし、笠田高が栽培し

ているいちご、なし、みかん等を使い、ジャム４種類、缶詰５種類、みそ２種類の全11種

類の加工品を製造し、善通寺一高がそのロゴとパッケージのデザインを担当しています。 

同年４月から、お互いを知るためのプレゼ

ンテーションを行い、その後、農場や加工場

の見学、試食会等で交流を深める中で、加工

品に対するこだわりや魅力を共有してきま

した。両校は『つながる・根をはる』をキー

ワードに、「過去から今、未来へつながって

いく」「地域に深く関わり、地域に根づいて

いく」をデザインに込めて、ロゴやパッケー

ジ以外にも直売所の看板や値札、缶バッジの

制作も行いました。 

完成した商品は、同校の文化祭や高松市内

のイベント等で販売し、すぐに完売するなど

好評を得ることができました。 

 この取組に参加した生徒からは、 

・最初は、どんなものができるのか想像で

きなかったけど、思った以上のデザイン

を考えてもらえて、正直、ビックリした。 

・自分たちでアイデアを出し、新商品を作

れば、自分たちの代から残っていくと考 

 

【ポイント】 

○ 『つながる・根をはる』をキーワードにした商品開発 

○ 他校と連携することで生徒の意識が向上 

 香川県立笠田
か さ だ

高等学校「他校と連携した商品開発」（香川県三豊
み と よ

市） 【事例６】 

 香川県 

三豊市 

 

参加した生徒たち 

善通寺第一高校がデザインしたパッケージ 
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えると楽しくなった。 

・意思疎通の機会が少なかったので、自分たちの考えや思いを伝えることが難しかった。 

・自分の考えを相手にわかってもらうためには、伝える力やコミュニケーションが大切  

だと感じた。 

・コラボすることで、自分たち独自のものを作ることができた、それをみんなで共有し

て、仲良くなれて良かった。 

・お互いの専門分野が活かせて、商品力が上がった。 

・自分たちが思いつかないことを相手が

思いつくので、機会があれば、またどこ

かとコラボしてみたい。 

・商品を作るようになって、自然に市販品

のラベルを見るようになった。 

・笠田高を信用して買ってくれる人がい

るので、商品を作る際の衛生管理は徹底

した。 

・先輩たちが一生懸命作り上げてきた信

頼を、自分たちが壊すことは絶対しな

い。 

など、「楽しかった」「有意義だった」だけで

なく、様々な感想がありました。 

生徒にとって、「自分たちの代から始まっ

た。」と自慢できる商品ができ、コミュニケー

ション能力も格段に向上しました。同校で

は、実りのある１年だったと考えています。 

「地域と関わり、地域に根ざした学校」を

目指して、これからも活動に取り組んでいく

こととしています。 

 

 

 

笠田高校をイメージしたロゴを使った缶バッジ 

デザイン考案中 

パッケージデザイン検討中 
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４ 企業や地域社会と連携した取組 

 

農業高校は、地域と密接な関わりを持っており、その特徴を活かし地域や地元企業

等と連携した、地域おこしにつながる取組を実施している高校も多く、その内容も様

々です。ここでは、「おかやま農業女子」が「やまと凜々
りんりん

アグリネット」と県内の農業

高校女子を交え開催したセミナーをコラムとして紹介するとともに、鳥取県立智頭
ち づ

農

林高校の住民や行政と協力した集落の活性化を目指した活動、岡山県立興
こ う

陽
よ う

高校の地

域の「農業女子」と連携した活動、愛媛県立伊予
い よ

農業高校の民公学・農業女子と協力

した活動、高知県立幡多
は た

農業高校の地域おこしにつながる農家への労働力提供の４つ

の事例について紹介します。 

  

地域に密着した農業高校の特色を活かした地域おこし 

平成26（2014）年に立ち上げられた「おかやま農業女子」は、会員各自の農業経営発展

をめざし、マルシェやイベント等への参加、勉強会、交流会などの様々な活動を行いなが

ら、企業や高校生などとの「新たなつながり」も広げています。 

「おかやま農業女子」では、平成28（2016）年１月に、日本農業法

人協会の会員である女性農業者で構成する「やまと凜々
りんりん

アグリネッ

ト」と、岡山県内の農業高校女子を交えた合同セミナーを開催しまし

た。このセミナーには、「おかやま農業女子」、「やまと凜々アグリネ

ット」から17名、県立興
こう

陽
よう

高校、県立高松
たかまつ

農業高校、県立勝間田
か つ ま だ

高校

の県内３校から女子生徒16名、その他教師や関係機関からの参加者

ら計約50人が参加し、６グループに分かれて「農業をあこがれの職業

にするため」をテーマに意見交換を行いました。 

参加した女子生徒からは 

・勉強になるいい機会となった。 

・農業を続けていきたい。 

・夢に向かって頑張っていきたい。 

・将来は農業関係に進みたい。 

などの感想がありました。 

「おかやま農業女子」のメンバーは、「成功体験を伝

えたい。」「自分の魅力、価値を高めたい。」「つながり

を体験できる場をつくりたい。」と今後の希望を話し

ていました。 

 

※「やまと凜々アグリネット」 

女性経営者等の社会的・経済的地位の向上や、農業経営の

改善を図ることを目的として平成17（2005）年３月に設立。 

 【コラム２】 地域、世代を越えた農業女子のつながり 

 

 

 

「やまと凜々アグリネット＆お

かやま農業女子合同セミナー

With 農業高校女子」 
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【ポイント】 

○ 高校生と集落が一つになった地域づくり 

○ 取組に参加して「おせになる（大人になる）」 

 鳥取県立智頭
ち づ

農林高等学校「板
いた

井原
い ば ら

集落活性化」（鳥取県八頭
や ず

郡智頭
ち づ

町） 【事例７】 

 

 

 

鳥取県立智頭
ち づ

農林高等学校は、昭和16（1941）年に

創立され、園芸科学科、森林科学科、生活環境科の全

３学科を設置し、「一人ひとりの生徒を大切に」を教

育の根幹におき、勤労と責任を重んじ、心身とも健康

で地域産業及び社会の発展に貢献できる人材の育成

を目指しています。 

平成28（2016）年度からは、園芸科学科を「ふるさ 

と創造科」に改編し、農林業を基盤とした学習を通し 

て、ふるさとを愛し、将来の地域を支え、新たな価値を創造する人材を育成しています。 

同校は、以前から地域との連携を積極的に展開しており、ボランティア活動や地域行事

への参加などを通じて、地域に出かけ、地域と密接に関わり、地域に貢献できる教育活動

に取り組んできました。 

平成24（2012）年度からは、同校ボランティア委員会が、町内の板井
い た い

原
ばら

集落を訪問し、

住民との交流を深め、集落の伝統・文化・歴史などを記録し、伝えていく活動を行ってい

ます。 

板井原集落は、現在４戸（５人）のみが居住する、町内の山

間部に位置している集落で、住民の多くが、移住した麓
ふもと

の町

内から通って、家と耕地等をかろうじて維持しています。昭

和30年代の風景を残す同集落は、平成16（2004）年に県の「伝

統的建造物群保存地区」に選定され、町の観光名所の一つと

なっています。 

最初は、何ができるか手探り状態でしたが、地域の

伝統的な祭りである「花
はな

籠
かご

祭り」を手伝うところから

交流を始める中で、この集落に伝わる独特の文化、歴

史の伝承に触れ、貴重な遺産を記録に残すことの大

切さに気付き、住民の方々へのインタビューや体験

活動を行いました。 

 平成26（2014）年には、集落内の蔵を活用して資料

館「板井原ふるさと館」を開設し、収集した記録や写

真等を展示することができました。翌年は、展示物の

一つとして、集落の最盛期である昭和30年代の風景 

 鳥取県 

智頭町 

板井原集落 

花籠祭り準備 

炭焼き体験 

板井原ふるさと館 

【ポイント】 

○ 高校生と集落が一つになった地域づくり 

○ 取組に参加して「おせ
・ ・

(大人)になる」 
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を再現したジオラマを作製しました。 

 また、板井原集落特有の品種で、満州系大根であ

る「板井原大根」の作付けから、特産品の「板井原

こうこ」の漬け込み作業も体験しました。この大根

は、全国でも珍しい自家受粉による種子採取が可能

な品種で、昭和30年代まで焼畑で行われていたもの

を、現在では通常の畑を使いながらも、種はばら播

きするなど従来の栽培方法を継承しています。 

 同校では、地域の高齢者のみに受け継がれ、この

ままだと消えてしまう地域の文化や歴史を記録し

伝えていかなければならないと考えています。 

この取組に参加している生徒からは、 

・集落の人たちと、一緒に活動すること

で、貢献できている実感がある。 

・一人でも、二人でも、また、集落に住ん

でもらえたら良い。 

・地域の、歴史や伝統を継承して、伝えて

いくことが、大切だと感じた。 

・多くの人に、板井原を知ってもらって、

集落をにぎやかにしたい。 

・とても貴重な体験、楽しい。 

・活動する中で、人と接する機会が増え

て、会話が少しは上手くなった。 

・インタビュー内容を、文章にしていく時

に、方言や言い回しが、よく理解できな

くて、大変苦労した。 

などの感想がありました。 

同校は、この取組を通じて、生徒が「おせ
．．

（大人）になる。心が成長している。確かな

手応えを感じている。」ことや、周囲からも「意味のある大切な活動である」と高く評価さ

れていることから、活動の手応えを実感しています。 

また、自らの歴史・文化・技術に誇りを持ち「またこいよ」と言ってくれる住民たち、

智頭町の支援、学校と集落をつなぐコーディネーター役としての地域おこし協力隊の存在

が活動の大きな推進力となっています。 

今後も、「地域や住民にとって何が必要なのかを考えながら、活動を続けていきたい」と

考えています。活動記録は智頭農林高校のＨＰをご覧ください。 

http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/tizuno-h/                                     

参加している生徒 

ジオラマ作製 

板井原大根の播種 

収穫 
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岡山県立興
こう

陽
よう

高等学校は、県南地域の児島湾干拓地に位置

し、地域をおこし、地域の担い手育成の目的で大正６（1917）

年に創立されました。 

農業に関する学科として、農業科、農業機械科、造園デザ

イン科、家庭に関する学科として、家政科、被服デザイン科

の全５学科が設置され、専門教育の特性を活かした特色ある

教育実践を通じて地域社会に貢献できる将来のスペシャリ

ストの育成を目指しています。 

同校では、農業生産に従事する後継者を育てるため、アンテナを高く上げ、生徒に対す

る情報提供や体験をさせることに積極的に取り組み、「農業女子プロジェクト」、「アンテ

ナショップでの販売や情報収集」、「ネット販売の可能性・有用性」等について模索してい

ました。 

そのような中、同校は「農業女子プロジェ

クト」の地域版である「おかやま農業女子」

が立ち上がることを知り、平成26（2014）年

７月に開催された「おかやま農業女子」のキ

ックオフミーティングに参加することとな

りました。 

この取組には３年生をはじめ各学年から

５～６名の生徒が参加しており、「農業女子

フューチャーズ」として、学業の合間に「お

かやま農業女子」とともに県内各地で開かれ

るイベント等に積極的に参加しています。 

同校は、「おかやま農業女子」との連携を

進める中で、当初の目的であった「生徒に様

々な体験・経験をさせる」ことと併せて、メ

ンバーとの世代間交流によるつながりをつ

くることもできたと話しています。 

同校では、アンテナショップでの販売実習

等を通じて農産物の主な購入者である女性

の目線に立った商品づくりや食の安全・安心

へ配慮した生産実習を展開してきました。 

 

【ポイント】 

○ 「おかやま農業女子」の活動に参加することで生徒の意識が変化 

○ 将来の就農人口の増加につながる第一歩 

 岡山県立興
こう

陽
よう

高等学校「おかやま農業女子との連携」（岡山県岡山市南区） 【事例８】 

 

「おかやま農業女子」キックオフミーティング 

「第 11 回わっしょい和んさか吉備高原フェスタ」 

 岡山県 

岡山市南区 
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今後は更に女性が農業者となる重要性が増すを感じており、この取組が農業を志す生徒に

何らかのインパクトを与えているのではないかと考えています。 

また、教職員からは、「取組に参加した生徒の中から農業法人へ就職する生徒も見られる

など、将来の就農人口の増加につながっていく第一歩を踏み出せたのではないかと思いま

す。いずれは生徒自身の考えで農業女子らしい商品の開発をしたいと思っており、それが

生徒の課題研究として授業の中でも取り組むことができれば良いと考えています。」との

意見がありました。 

この取組に参加した生徒からは、 

・農業は男性がするものと思っていたが、

女性が先頭に立って商品開発などをし

ていてすごい。 

・農業は高齢者の方や男性が主と思って

いたが、農業女子に参加して若い女性が

多くてイメージが変わった。 

・女性ならではの工夫とかを見ることが

できて良かった。 

・女性目線での商品づくりをしたり、自分

の商品に自信を持ってお客さんにすす

めている姿はカッコイイ。 

・農業女子の方はパワフルな女性が多く

て、自信を持って商品を提供する姿が印

象的だった。 

・皆さんがフレンドリーで話しやすく、色

々な話を聞く事もできて参加して良か

った。 

・社会人となってからも農業女子の一員

として、興陽高校だけでなく他の農業高

校の人たちと様々なイベント等を行っ

ていきたい。 

などの意見が聞かれ、多くの生徒が参加して

良かったと話しています。 

同校は、「今後は、農業高校の役割の一つで

ある農業後継者をつくることが更に重要と

なっていく、『農業女子プロジェクト』は将来

の農業後継者育成の一つになると思いま

す。」と、これからの取組の発展に期待してい

ます。 

「農業女子フューチャーズ」と活動の様子 
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愛媛県立伊予
い よ

農業高等学校は大正７（1918）年に設立され、

生物工学科、園芸流通科、環境開発科、食品化学科、生活科

学科、特用林産科の全６学科を設置し、地域社会に根ざした

教育を推進し、豊かな人間力の育成を目指しています。 

同校のある伊予市では、「まちづくり計画」として「食」と

「食文化」をテーマに、伊豫
い よ

国
こく

「あじの郷
くに

」づくり構想を定

め、市民、地域企業、行政が一緒になって実行委員会を立ち

上げ、「あじの郷」に向けた取組を行っています。 

同校に対し、伊予市からその取組の一つである民公学連携事業への参加依頼がありまし

た。同校は、以前から調理実習や課題研究等を行うなかで様々なメニューの開発を行って

おり、その成果を外部へ向かってＰＲする場がないかと思っていたところ、民公学連携事

業の話を聞き、良い機会と考え参加することとしました。 

民公学連携事業は「iProject
アイプロジェクト

!」の名称で、伊予農業

高校と松山
まつやま

大学、伊豫國「あじの郷」づくり実行委員

会の３者が連携した、地域の活性化を目指す協働事業

として平成24（2012）年４月から始まりました。 

このプロジェクトでは、同校生徒が伊予市の特産品

や農業・漁業分野で発生する規格外品等を使って料理

やお菓子などのメニューの開発を行い、松山大学生が

消費者の目線で改良を加え、キャッチコピーやPOP広告

などを考案した上で、企業へ売り込み、商品化を目指

しています。 

平成27（2015）年は、生徒たちが地域の特産品であ

る「そらまめ」、「かんきつ（不知火
し ら ぬ い

）」、「びわ」を使い

考案したパウンドケーキやババロア、餃子等の料理を

伊予市や松山大学等を交えた試食会で紹介しました。 

試食会で紹介した「びわ」を使ったパウンドケーキは、 

松山大学がパッケージデザインとネーミングを考え、「び 

わ葉パウンドケーキ」の名称で地元企業の「伊予
い よ

鉄
てつ

会 

館」の協力を得て商品化することができました。同年９月 

からは松山自動車道の石
いし

鎚
づち

山
さん

と伊予灘
い よ な だ

の２カ所のサービスエリアで販売が始まり、12月に

は、全日空に、各空港の地元の食を発信する「テイスト・オブ・ジャパン」の一環として 

【ポイント】 

○ 高校、大学、企業が連携して地元の特産品を使った商品づくり 

○ 地区の農業女子とコラボした地域資源活用で地域農業を活性化 

 愛媛県立伊予
い よ

農業高等学校「拡がる連携、民公学と農業女子」（愛媛県伊予
い よ

市） 【事例９】 

 

 愛媛県 

 

伊予市 

 

「iProject!」のイメージ 

伊予市 HP より 

参加している生徒たちと 

「びわ葉パウンドケーキ」 
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採用され、松山空港のラウンジで翌年３月までの期間限定で提供を行いました。 

平成27（2015）年度からは、愛媛県中予
ちゅうよ

地方局が２年間の予定で実施している「女子力

発揮プロジェクト」にも参加しました。これは、同校と伊予地区の女性認定農業者等が協

力しながら、新たな地域特産品の開発や農業のイメージアップなどの協働事業に取り組

み、地域農業の活性化を図るものです。１年目となる本年度は、地域の農業女子と交流会

等を行いながら、次年度の商品化に向けた地域資源の「そらまめ」、「かんきつ（不知火
し ら ぬ い

）」、

「びわ」の３種を活用した特産品の開発を進めました。平成28（2016）年１月には、１年

間の活動の成果として試作品の発表会を行い、 

レシピ集を作成しました。２年目には、商品化

や６次産業化に向けて試作品の改良、商業施設

での販売活動を実施していく予定です。 

参加した生徒からは、 

・イベントでの試作品の販売では、消費者の方

から生の声を聞けて良かった。 

・農家の女性の方と一緒にメニューを考えた

り、作物を生産する大変さなどを教えても

らうことが出来て新鮮な体験だった。 

・ＴＶなどの取材が増えて、どんどんスゴイこ

とをやっている実感が沸いた。 

・伊予農、最高！ 

などの感想が聞かれました。 

また、取組に参加した方々からは、新しいメニ

ューを考案する際の生徒たちのアイデアや発想

力、コミュニケーション能力の高さ、効率的な作

業等を実際に見て、「高校生がここまで動けるん

だ、できるんだ。スゴイ。」と驚きとともに感心

の声が挙がりました。 

同校では、商品化されたものがなかなか定着

しないところを課題として挙げており、息の長

い商品とするための改良をしていければと考え

ています。 

また、これらの取組を通じて、大学生や農家の方々と交流を進めるなかで、第一の目的

としていた「色々な世代の人たちと関わりを持つ、世代間交流」はできたと話しています。

今後も取組を継続し、どんどん外へ出て行って生徒には学校の中だけではできない体験を

させたいと考えています。 

 

 

「iProject!」の様子 

「女子力発揮プロジェクト」の様子 
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高知県立幡多
は た

農業高等学校は、昭和 16（1941）年

に創立され、園芸システム科、アグリサイエンス科、

グリーン環境科、生活コーディネート科の全４学科

を設置し、産業人として崇高な理想と優れた知識・技

能を有し、農業の担い手や関連産業従事者を育成す

るとともに地域を支える有為な人材を育成すること

を教育方針としています。 

同校は、平成14（2002）年度から、地域との触れ合いを大切に、体験学習や地域交流を

行う「アグリパークはたのう」事業を展開する中で、生産物を販売する「はたのう市場」

の開催、地域の児童や住民の方と一緒に行う田植え体験等を実施し、地域に開かれた学校

として、多くの人たちから高く評価されています。 

また、高知県西部で唯一の農業高校として

地域の農業支援の役割を果たしたいと、約10

年前から、「孫100人の農援隊」という名称で

インターンシップ事業にも取り組んでいま

す。 

これは、各科の１年生が中心となり、野菜

（主にきゅうり）栽培農家において苗の定

植、除草、収穫作業や、果樹（主にぶんたん）

栽培農家において収穫、花付け（花粉をつけ

る）作業、炭焼き、林道整備等を行うことで、

農業を肌で感じ、地域の農家と触れ合う中

で、コミュニケーション能力を高め、農業の

良さを実感できる取組として始めたもので

す。 

最近は、生産農家の高齢化、収穫時や定植時の労働力不足

等の理由から、同校の取組は地域からも歓迎されています。 

この取組に参加した生徒からは、 

・授業で聞くよりも、実際に現地で体験す

る方がより深く理解できた。 

・農業は家の手伝い程度しかやったこと

がなく、体験できて新鮮だった。 

【ポイント】 

○ 県西部唯一の農業高校として地域の農業を支援 

○ 生徒が農業の厳しさを肌で感じる取組 

 高知県立幡多
は た

農業高等学校「孫 100 人の農援隊」（高知県四万十
し ま ん と

市） 【事例 10】 

 高知県 

四万十市 

多くの人で賑わう「はたのう市場」 

地域の人たちと一緒に田植え 

 

 

 

 

「アグリパークはたのう」体験学習 
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・農業を収入源としていくための栽培方法や定植の仕方等を学ぶことができ、貴重な体

験であった。 

・学校の農場実習しか知らない生徒にとっては、実際の農家で農作業ができる有意義な

体験だと思った。 

・ハウスの型や設備、作付け規模等、学校と

実際に経営している農業との違いを実感

した。 

・農業の厳しい面も見えてきたが、実習する

中で技術や知識が身につき、栽培も考えて

やる楽しみが増え、農業をより学ぶために

農業専門学校に進学したいと感じた。 

などの感想が聞かれました。 

同校は、農業の厳しさを肌で感じとれる有意

義な経験であるこの取組を、これからも継続し

ていきたいと考えています。 

また、教職員からは、「若者が減り存続が困難

になっている地域の祭り等への参加といった、

農作業にとどまらない活動も孫100人の農援隊

で取り組んでいきたい。そうすることで、高齢

化が進んでいる地域のむらおこしにつながれ

ば良いと思っています。」と将来への構想をう

かがいました。 

これらの取組に参加した生徒からは、 

・販売実習などで人と話す機会が増え、人見

知りが改善されたと思う。 

・自分の思いが、少しは伝えられるようにな

った。 

・地域の人から、幡多農は頼られていると実

感した。 

・地域とのふれあいを実感できた。 

・色々な経験を積んだことが、確実に自分の

中でプラスになっている。 

などの感想が聴かれました。 

同校では、生徒が農業を学ぶことを通じて、地域を知り地域の人たちと触れ合い、生き

る力を身に付けたり、コミュニケーション能力を身に付けたりすることを教育の柱としな

ければならないと考えています。今後も地域や社会に貢献できる人材を育成する取組を継

続していくこととしています。 

 

参加した先生と生徒たち 

 

 

「孫 100 人の農援隊」作業の様子 
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５ グローバル化に対応した取組 

 

 国際化が進んでいく中で、豊かな語学力、コミュニケーション能力、主体性、積極

性、異文化理解の精神を身に付けた、国際的に活躍できるグローバルな人材の育成が

求められています。中国・四国地域におい

ても、愛媛
え ひ め

大学附属高校が、平成27（2015）

年度から「スーパーグローバルハイスクー

ル（SGH）」の指定を受け、愛媛
え ひ め

大学や、地

域にあってグローバルな展開をしている

企業などと連携し、地域の課題を追究する

ことによって、グローバルな社会課題に対

して失敗を恐れず挑戦し続けるグローカ

ルマインドを持ったグローバル人材を育

成するための、新たな教育プログラムの開

発･実践を行っています。 

また、山口県では、県下の農業高校が海

外の農家へのファームステイを実施して

います。 

ここではその中から山口県立山口
やまぐち

農業

高校を事例として紹介します。 

 

  

 

国際化を目指した人材育成システム 

愛媛大学附属高等学校 

「スーパーグローバルハイスクール（SGH）」活動の様子 
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山口県立山口
やまぐち

農業高等学校は、明治18（1885）年

に創立され、生物生産科、食品工学科、生活科学科、

環境科学科の全４学科を設置して、人が生きていく

上で大切な「生命」、「食」、「環境」等の最も基本的

なことを学び、それぞれの学科で、将来の職業人と

して必要となる専門的な知識や技術を習得してい

ます。 

同校では、山口県高等学校農業教育研究会（会長:同校校長）が実施している研修「ファ

ームステイINニュージーランド」に、積極的に参加しています。 

これは、国際化が進む中、豊かな語学力・

コミュニケーション能力、主体性・積極性、

異文化理解の考え方等を身に付けたグロー

バルな人材育成を目的として、平成10（1998）

年から始まり、ホストファミリーや現地の高

校生との交流会等を通じて国際理解を深め

るとともに、農場での実習を体験することで

農業に対する視野を広げていく取組です。 

第７回の平成17（2005）年からは経済情勢

の変化もあって隔年実施としており、第１回

目からの参加者数は生徒133名、教職員36名

の合計169名を数えます。第11回となる平成

26（2014）年は、山口県内の農業高校６校か

ら９名の生徒と、同行の教職員３名が参加

し、８月19日から27日までの９日間の期間で

実施しました。 

研修先にニュージーランドを選んだのは、

比較的気候が温暖であること、治安が良いこ

と、留学生をはじめ日本人が多く居住してい

ること等によります。 

研修では、生徒は二人一組となって、ホス

トファミリーに家族の一員として迎えられ、

現地の日常生活を体験します。また、同行す 

【ポイント】 

○ ファームステイの体験が国際理解度を深める 

○ 生徒の意識が変わっていくことを実感 

 山口県立山口
やまぐち

農業高等学校「海外ファームステイ」（山口県山口市） 【事例 11】 

 山口県 

山口市 

現地のホストファミリーと一緒の様子 

 

 

 

ケンブリッジハイスクール交流 
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る教職員も、生徒同様ファームステイを行うこととしており、教職員にとっても自分の引

き出しを増やす経験ができ、生徒と教職員、お互いに有意義な研修となっています。 

帰国後、生徒は、 

・将来なりたい仕事の体験ができてほん

とうに良かった。 

・素晴らしい経験になった。将来に向け

て、この経験を存分に活かしていきた

い。 

・すごく視野が広がった、また、いつかニ

ュージーランドに行きたい。 

・コミュニケーション能力、英語力の必要

性を強く感じた。 

・グローバルな視点で学び、考えられたの

で「単なる旅行」ではなかったと実感。 

など、有意義な研修だったと話しています。 

また、子供を参加させた保護者からも、 

・行かせて良かった、子供の未来が広がっ

たようだ。 

・農業高校でしかできない貴重な体験が

できた。 

などの感想が聞かれ、帰国後の生徒の変化に

喜んでいます。 

同校は、生徒は、「技術的なことよりも、現

地の文化や風土の中で農作業をすることで

人生観、価値観の変化、語学の大切さ等を感

じ、自信を付けて、かけがえのない経験をし

て一回り大きくなって帰ってきた」、「農業に

対しても前向きに考えるようになった」、「あ

らゆる面でプラスになっている」と高く評価

しており、今後は、生徒をはじめ外に広く研

修内容や成果等を情報発信していくことが

必要と考えています。 

 同校では、この研修に参加した生徒が、将来、県内それぞれの地域課題を解決し、農業

をはじめ地域産業の振興を担う、グローバルな感覚を持った若者として活躍することを期

待しています。 

現地での農作業の様子 

 

 

 

 

 

 

ファームステイ先の農場風景 
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６ その他 

 

 中国・四国地域では、今回紹介した事例以外にも特徴的な取組を実施している農業

高校が多くみられます。愛媛県立大洲
お お ず

農業高校では、大洲市
お お ず し

生活研究協議会と連携し、

地域の伝統食を継承するとともに、高校生の視点で新しい伝統食を考案していく「伝

統食の継承プロジェクト」に取り組んでいます。 

また、岡山県立高松
たかまつ

農業高校は、福島県の復興をテーマに岡山市で開催された「学

生サミット」に参加したことをきっかけに、福島県立福島
ふくしま

明成
めいせい

高校と交流を始め、岡

山の「清水
し み ず

白桃
はくとう

」と福島の赤い桃「あかつき」を使った商品「桃カップル」を協同開

発することで、お互いの絆を深めています。 

 このほかには、カリキュラムや学科の再編等を行うことで、農業高校の特徴である

「地域との密接な関わり」を活かした人材育成を更に進めていこうとする動きや、「ス

ーパープロフェッショナルハイスクール（SPH）」と「スーパーグローバルハイスクー

ル（SGH）」のように学校全体の付加価値を高めている農業高校もみられます。 

 

 

  

 【中国地域】 

鳥取県立智頭
ち づ

農林高校は、平成 28（2016）年度から「ふ

るさと創造科」を設置し、 

・地域の発展・創造に関する活動を実践する「地域活動

実践」 

・園芸技術を活用した地域福祉及び交流事業に関する

活動を実践する「園芸福祉活動実践」 

などのカリキュラムを実施することで、地域に根ざした人材育成を目指しています。 

 また、平成 27（2015）年 11 月からは地域おこし協力隊員が、地域の人材や文化などを

掘り起こし学校と地域をつなげるコーディネーターとして着任しています。 

 【四国地域】 

徳島県は、県の農業教育の中心校である県立城西
じょうせい

高校に、平成 29（2017）年度から「ア

グリビジネス科（仮称）」を新設し、同科では、 

・「阿波
あ わ

藍
あい

」をはじめとした、地域資源の活用 

・６次産業化に対応した、農業・工業・商業を融合した教育の展開 

など、生産から加工、販売まで一連の流れを実践的に学びます。 

更に、平成 28（2016）年４月に新設された徳島
とくしま

大学の「生物資源産業学部」までの一貫

した教育を行うことで、６次産業化を担う人材の育成を推進しています。 

 【コラム３】 地域の担い手育成に向けた学科再編（鳥取県、徳島県） 

 鳥取県 

徳島県 

農業高校の新たな動き 
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広島県東広島市に位置する広島県立西条
さいじょう

農業高校は、明治 43

（1910）年に広島県立西条農学校として開校し、平成 22（2010）年

には創立 100 周年を迎えました。 

園芸科、畜産科、生活科、食品科学科、農業機械科、生物工学科、

緑地土木科の全７学科が設置され、県の農業高校拠点校として最新

の施設設備を有する教育環境を活用した教育を行っています。 

同校は、平成 24（2012）年度から、将来の国際的な科学技術系人材の育成を目的とした

「スーパーサイエンスハイスクール（SSH）」に、農業高校として初めて指定を受けました。

SSH 指定校として、生命･食･環境･エネルギー等の分野における問題解決能力を高め、持

続可能な社会の形成と発展を担う科学技術系人材を育成するために 

・研究レベルの高度化による科学技術リテラシーの向上 

・高大接続等による科学技術系人材育成システムの構築 

・海外連携等により国際性を育てる教育プログラムの開発 

に取り組んでいます。 

 同校の生徒が行う研究の多くは、日々農業を学ぶ中で抱いた

問題意識を出発点に、現代社会が抱える農業や食料等の諸問題

を解決し、将来の国や地域における社会貢献につなげていくこ

とを目的としています。 

また、同校が広島
ひろしま

大学や広島中央サイエンスパークに隣接し

ていることもあり、大学、研究機関、企業等との連携も積極的

に進め、「ウシ受精卵の作製と早期雌雄判別に関する研究」や

「酵母のアルコール発酵に関する遺伝情報の解析」などの高度

な研究に取り組んでいる生徒もいます。 

 更には、「海外連携プロジェクト」として海外の教育機関と

の連携にも積極的に取り組んでおり、アメリカ合衆国のシカゴ

農業高校，イリノイ大学、イリノイ州立大学を始め、アジアで

はフィリピン大学付属ルーラル高校、フィリピン大学、ヨーロ

ッパではイタリアのラザロ・スパランツァーニ高校等、世界各

地域の国々と交流を深めています。 

同校は，生徒がワクワクしながら研究に取り組める「農業高

校の強みを生かした SSH の新たなモデル」を創造しようとして

います。 

※科学技術リテラシー 

  課題発見･解決等の過程で必要となる技術や能力のことをいう。 

 

 【コラム４】 SSH 事業で学校の付加価値を高める（広島県東広島市
ひがしひろしまし

） 

 広島県 

東広島市 

SSH 講演会の様子 

研究の様子 

アメリカ合衆国研修 

（イリノイ大学） 

学校の外観 
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第３章 新たな連携 

 

 

 

１ 農業高校から国（農林水産省）への要望 

 

今回実施したアンケート調査結果では、高校からは、国（農林水産省）に対し、 

・県単位での、定期的な情報交換の機会を設けて欲しい。 

・インターンシップ等のコーディネーターを担って欲しい。 

・生徒を対象とした、わかりやすい施策説明等をお願いしたい。 

・新規就農者が希望の持てる施策が欲しい。進路指導の際に「絶対大丈夫だから」

と言えるようにして欲しい。 

・生徒に対して、農業への夢や希望を持たせるような、全国で活躍されている農業

経営者の方に関する情報を提供していただきたい。 

・最新の農業情勢や先端技術等に関する出前講座等をお願いしたい。 

・農業教育の充実に向けて、先進的な農業経営や農業技術等に関するデータベース

のようなものを設けるなど、積極的な情報提供を望む。 

・農業経営体の農業基盤の強化及び農業関連産業の育成。 

・農業経営者になるための長期的な支援。 

・就農希望者に対する支援策の充実。 

・全国の優良農家等での実習ができる機会を作って欲しい。 

・就農を志す生徒に、海外でのファームステイや先進地視察ができる機会の提供を

お願いしたい。 

・農業に対して夢を持てるような取組をしている高校をテレビや新聞等で紹介して

欲しい。 

・農業高校の現状を知っていただき、多方面からの連携、支援をお願いしたい。 

などの要望がありました。 

 また、少数ですが、 

・県立高校として県を越えた国との連携は躊躇する、学校側から国へアプローチし

づらい面がある。 

との意見もありました。 

 

 

 

 

 

 

わかりやすい施策説明や先進事例等の情報提供の要望が多い 

第３章では、中国・四国地域の農業高校と農政局が、どのような連携ができる

のか、整理しています。 
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２ 連携に向けて 

 

中国四国農政局では、平成24（2012）年から農業・農村や「食」に関する関心・理

解を深めてもらうため、若い世代を対象に食料・農業・農村施策等に関する情報発信

が重要として、管内の農業高校に対する情報提供や情報発信の取組を進めてきました。 

 ここに、農業高校に対して実施したアンケート調査や多種多様な取組事例を紹介す

ることにより、今、農業高校が置かれた現状や直面している課題が改めて整理され、

その中で、これからの農業を担う若い世代が「食」に対する関心の向上とともに、農

業の果たしている社会的な役割を認識し、地域経済を支える担い手としての意識を高

めるといった点で、農業高校が果たしている役割が再確認されました。 

その一方で、先進的な農業への対応や農業経営のノウハウ伝達といった点では、悩

ましい問題を抱えているとの実態も見受けられました。こうしたことを背景に、農林

水産省を含めた国、地方行政への様々な要望の声も聞かれました。 

今後、国、県、市町村、関係各機関においては、農業高校からの様々なニーズに応

え、農業高校が課題や問題を克服しその役割を十分に果たしていけるように、連携を

深めつつ、いかなる支援がなしうるか検討していく必要があります。 

このような中、農林水産省では、平成28（2016）年度から「新規就農者育成支援事

業」を実施しており、新規就農者の育成支援のため、農業教育機関等のレベルアップ

や就農希望者を実際の就農に結び付ける取組等を促進しています。 

また、管内各支局を含めた中国四国農政局全体としては、これまで各支局で行って

きた情報提供等の取組を振り返り、農業高校で学ぶ若者が将来の進路として農業を選

択する可能性を高め、将来の農業の発展・地域活性化につながっていくよう、これに

更に工夫を加え一過性ではない連携を継続し、支援を図っていくことが求められてい

ます。 

 

  

これまでの成果を踏まえ、連携を深める 
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【鳥取県】    【島根県】    【岡山県】    【広島県】       【山口県】 

倉吉農業高等学校  松江農林高等学校  高松農業高等学校 西条農業高等学校  山口農業高等学校 

智頭農林高等学校  出雲農林高等学校  勝間田高等学校  吉田高等学校    田布施農工高等学校 

鳥取湖陵高等学校  邇摩高等学校    瀬戸南高等学校  世羅高等学校    宇部西高等学校 

日野高等学校    矢上高等学校    新見高等学校   沼南高等学校    西市高等学校 

益田翔陽高等学校  興陽高等学校   油木高等学校    大津緑洋高等学校日置
へ き

校舎 

井原高等学校   庄原実業高等学校  奈古高等学校     

真庭高等学校久世校地 

高梁城南高等学校 

 

 

【徳島県】      【香川県】    【愛媛県】                   【高知県】 

三好高等学校      農業経営高等学校  伊予農業高等学校 野村高等学校      幡多農業高等学校 

城西高等学校      石田高等学校    土居高等学校   三間高等学校      高知農業高等学校 

城西高等学校神山分校  高松南高等学校   西条農業高等学校 北宇和高等学校     春野高等学校 

吉野川高等学校     飯山高等学校    丹原高等学校   南宇和高等学校 

小松島西高等学校勝浦校 笠田高等学校    今治南高等学校  愛媛大学附属高等学校 

                      上浮穴
か み う け な

高等学校   

                 大洲農業高等学校 

川之石高等学校 

宇和高等学校 

 

中国地域 

四国地域 

＊ 赤字は事例掲載高校 

智頭農林高等学校 

矢上高等学校 

真庭高等学校久世校地 

興陽高等学校 

笠田高等学校 

山口農業高等学校 

城西高等学校 

庄原実業高等学校 

伊予農業高等学校 

幡多農業高等学校 

西条農業高等学校 

【参 考】 

 

中国四国農政局管内農業高校一覧（地図上に事例掲載高校を表示） 
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特集編の編集を終えて 

 

平成 26（2014）年 12 月 27 日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

では、地域に活力を取り戻すために、専門高校をはじめとする高等学校において、地

元の地方公共団体や企業等と連携した実践的プログラムの開発や教育体制の確立によ

り、地域を担う人材育成の促進を図るとされています。 

また、地域の人材育成のためには、職業教育が極めて重要であることから、専門高

校においては、職業能力等を高める質の高い教育を充実するとともに、卒業生が地元

企業等の求める職業能力等を有していることを明らかにする取組を進め、育成された

人材の地域社会での認識向上を図る必要も述べられているところです。 

 

このように専門高校の地域での役割が高まる中、中国・四国地域の農業高校では、

今回紹介している事例以外にも、それぞれの地域に密着した様々な活動が取り組まれ

ています。 

また、地域創生が不可欠とされる今、これからの農業の活力を維持するためには人

材育成が最重要課題となっています。若い世代の人材育成なしには魅力ある地域を創

出することは不可能であり、優秀な人材を確保することが地域を発展させていく大き

な原動力になり得るでしょう。 

 

今後は、国を始め、地方の教育委員会や農政関係部局、地元企業等が協働して、農

業高校とより一層連携していくことが求められます。 

 

本特集編が、農業高校との連携に向けた今後の取組に資するとともに、将来の地域

経済の担い手育成や地域農業の活性化につながっていく一助となれば幸いです。 

 

最後になりましたが、本特集編の作成に当たり、御多忙の中、アンケート調査や事

例収集に御協力を賜りました農業高校の教職員、生徒の方々をはじめ、多くの関係者

の皆様に対して、心より感謝申し上げます。 

 



 

 


