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日本の食卓や農林水産業を支えたい。地球環境を守りたい。そん
な志を持った若者が集まり、必要な知識や技術を学ぶ農業高校。
生徒たちはどのような学校生活を送り、どのような取り組みが行
われているのか、全国農業高等学校長協会にお話を伺いました。

ある農業高校（都市園芸科）1 年生の時間割

生産技術・経営系には、「農業」「園芸」「畜産・動
物」「バイオ」「農業経営」などを専門に学ぶ学科が
分類されます。都市部の農業高校では都市型農業
など、地域に根差した農業の形を学ぶ科目があった
り、動物科でも小動物を専門とする科目を学ぶ高校
もあります。そのほか、バイオ技術や流通などを学ぶ
コースなどを設置している学校もあり、幅広い知識を吸収できるようになっています。

生産技術・経営系には、「農業」「園芸」「畜産・動
物」「バイオ」「農業経営」などを専門に学ぶ学科が
分類されます。都市部の農業高校では都市型農業
など、地域に根差した農業の形を学ぶ科目があった
り、動物科でも小動物を専門とする科目を学ぶ高校
もあります。そのほか、バイオ技術や流通などを学ぶ
コースなどを設置している学校もあり、幅広い知識を吸収できるようになっています。

①生産技術・経営系

資源活用・ヒューマンサービス系には、「食品」「生
活」を専門に学ぶ学科が分類されます。「食品」系の
学科では食品製造や加工、食品の栄養成分や分
析、食品を扱う際の衛生管理などを専門的に学びま
す。一方、「生活」系の学科では、食生活を含む家庭
生活全般や保育、福祉などに関する基礎的な知識
を学びます。被服やファッション、フラワーデザイン、フードデザイン、家庭介護などの科
目があるのが生活系の学科です。

資源活用・ヒューマンサービス系には、「食品」「生
活」を専門に学ぶ学科が分類されます。「食品」系の
学科では食品製造や加工、食品の栄養成分や分
析、食品を扱う際の衛生管理などを専門的に学びま
す。一方、「生活」系の学科では、食生活を含む家庭
生活全般や保育、福祉などに関する基礎的な知識
を学びます。被服やファッション、フラワーデザイン、フードデザイン、家庭介護などの科
目があるのが生活系の学科です。

②資源活用・ヒューマンサービス系

環境技術・創造系には、「農業土木」「森林・林業」
「造園」などを専門に学ぶ学科が分類されます。これ
らの学科では測量、土木、環境、森林、林産加工、公
園や庭園などのデザイン、環境デザインの知識や技
術を学びます。森林・林業などの専門学科がある
農業高校は全国的に多くありませんが、国土の約 7
割を森林が占める日本では、森林・林業など環境技術系の知識を修得したスペシャ
リストの育成が期待されています。

環境技術・創造系には、「農業土木」「森林・林業」
「造園」などを専門に学ぶ学科が分類されます。これ
らの学科では測量、土木、環境、森林、林産加工、公
園や庭園などのデザイン、環境デザインの知識や技
術を学びます。森林・林業などの専門学科がある
農業高校は全国的に多くありませんが、国土の約 7
割を森林が占める日本では、森林・林業など環境技術系の知識を修得したスペシャ
リストの育成が期待されています。

③環境技術・創造系

普通科の高校とは何が違う？
農業高校で学べること

は農業科の専門科目。1 年生は 1 週間に 8 時間実施。は農業科の専門科目。1 年生は 1 週間に 8 時間実施。

青森県立五所川原農林高等学校の皆さん。青森県立五所川原農林高等学校の皆さん。

農業高校では、実践的・体験的な学習活動を中心に学びを深め、農業
や農業関連産業を通して、地域や社会の健全で持続的な発展を担う
職業人として必要な資質・能力を育成することを目標に日々の教育活
動が行われています。農業高校生には、地域農業や地域社会の発展
に寄与する人材に成長することが期待されています。どんな学科があ
り、どのような学校生活を送っているのかを紹介します。

農業高校では、実践的・体験的な学習活動を中心に学びを深め、農業
や農業関連産業を通して、地域や社会の健全で持続的な発展を担う
職業人として必要な資質・能力を育成することを目標に日々の教育活
動が行われています。農業高校生には、地域農業や地域社会の発展
に寄与する人材に成長することが期待されています。どんな学科があ
り、どのような学校生活を送っているのかを紹介します。

全国には約300校の農業高校があり、約8万人の生徒が学んでいま
す。各地にある農業高校では目指す学校像として、5つの基本方針を
掲げています。それが「グローカル教育で人材を育てる学校」「地域社
会・産業に寄与する学校」「地域交流の拠点となる学校」「地域防災を
推進する学校」「地球環境を守り創造する学校」の5つです。
全国農業高等学校長協会理事長の齋藤義弘先生は、農業高校は何
よりも「夢を創造する場」であると話してくれました。自分の好きなことや
将来の夢の実現に向けて学ぶ、有意義な時間がその3年間にたくさん
詰まっているといいます。

全国には約300校の農業高校があり、約8万人の生徒が学んでいま
す。各地にある農業高校では目指す学校像として、5つの基本方針を
掲げています。それが「グローカル教育で人材を育てる学校」「地域社
会・産業に寄与する学校」「地域交流の拠点となる学校」「地域防災を
推進する学校」「地球環境を守り創造する学校」の5つです。
全国農業高等学校長協会理事長の齋藤義弘先生は、農業高校は何
よりも「夢を創造する場」であると話してくれました。自分の好きなことや
将来の夢の実現に向けて学ぶ、有意義な時間がその3年間にたくさん
詰まっているといいます。

「ある農業高校（都市園芸科）1年生の時間割」の表を見てもわかる
ように、農業高校でも普通科高校と同様に国語、数学、外国語などの
教科を学びます。そのうえで、専攻分野に応じた専門科目を1年次か
ら学ぶことができます。

「ある農業高校（都市園芸科）1年生の時間割」の表を見てもわかる
ように、農業高校でも普通科高校と同様に国語、数学、外国語などの
教科を学びます。そのうえで、専攻分野に応じた専門科目を1年次か
ら学ぶことができます。

農業高校の専門科目では、植物（野菜、草花など）や動物（家畜など）、
食品や地域環境などについて、基礎的な知識や技術、その活用方法を
学んでいます。学校によって違いはありますが、地域に根差した学科や
コースが充実しているのが特長です。ここでは主な学科を「生産技術・
経営系」「資源活用・ヒューマンサービス系」「環境技術・創造系」の3
つに分けて、学習内容などを紹介します。

農業高校の専門科目では、植物（野菜、草花など）や動物（家畜など）、
食品や地域環境などについて、基礎的な知識や技術、その活用方法を
学んでいます。学校によって違いはありますが、地域に根差した学科や
コースが充実しているのが特長です。ここでは主な学科を「生産技術・
経営系」「資源活用・ヒューマンサービス系」「環境技術・創造系」の3
つに分けて、学習内容などを紹介します。

農業高校のミッション

農業高校って、どんな学校？

グローカル
教育で

人材を育てる
学校

地域交流の
拠点となる
学校

地域防災を
推進する
学校

地域社会・
産業に
寄与する
学校

地球環境を
守り創造する

学校
農業高校
グローカル

アグリハイスクール
宣言

農業高校の
ミッション

時間

化学基礎 体育 現代社会 数学Ⅰ 保健
コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

農業情報
処理

農業情報
処理 家庭基礎 家庭基礎 国語総合 体育

農業と環境 農業と環境 現代社会 数学Ⅰ 国語総合 ホーム
ルーム

国語総合 農業と環境 農業と環境 化学基礎
コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

数学Ⅰ 人間と社会

化学基礎 音楽/美術 音楽/美術 総合実習 総合実習
コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

水

木

金

曜日
1 2 3 4 5 6 7

月

火

どんなことを学ぶ？

農業高校を知ろう

農業高校

夢を創造しよう
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今回教えてくれたのは今回教えてくれたのは

監修者プロフィール

全国農業高等学校長協会は農業に関する学科、総合学科等に
おいて農業に関する系列等を設置している高等学校の校長が会員。

全国農業高等学校長協会

日本学校農業クラブ連盟（FFJ）の活動

卒業生の声

農業高校の魅力のひとつにあげられているのが、さまざまな資格や免許取得に挑
戦できる点です。在学中に取得可能な資格や免許・検定を一覧にしてみました。
農業高校の魅力のひとつにあげられているのが、さまざまな資格や免許取得に挑
戦できる点です。在学中に取得可能な資格や免許・検定を一覧にしてみました。

在校生が取得を目指す主な資格・免許

取得可能な資格・免許の例

全国大会「農業鑑定競技会」の
様子。（撮影：依田賢吾）
全国大会「農業鑑定競技会」の
様子。（撮影：依田賢吾）

広島県立世羅高等学校
は、全国高等学校駅伝
競走大会で過去に12回
（男子10回、女子2回）
優勝しており、2020年
12月に開催された全国
大会では、男女ともに優
勝を果たしました。

広島県立世羅高等学校
は、全国高等学校駅伝
競走大会で過去に12回
（男子10回、女子2回）
優勝しており、2020年
12月に開催された全国
大会では、男女ともに優
勝を果たしました。

北海道帯広農業高等学校
の野球部員は家畜の世話
や時間外実習のため、全員
で練習できるのは週末だけ。
学校で収穫した大豆などか
ら作ったパワードリンクを力
に変え、2020年8月に行わ
れた甲子園高校野球交流
試合で、強豪校を破るという
快挙を成し遂げました。

北海道帯広農業高等学校
の野球部員は家畜の世話
や時間外実習のため、全員
で練習できるのは週末だけ。
学校で収穫した大豆などか
ら作ったパワードリンクを力
に変え、2020年8月に行わ
れた甲子園高校野球交流
試合で、強豪校を破るという
快挙を成し遂げました。

推定樹齢500年（2020年現在）
という2鉢の「家光公遺愛の五葉
松」。

推定樹齢500年（2020年現在）
という2鉢の「家光公遺愛の五葉
松」。

大切な五葉松の維持管理を通し
て、生徒たちは必要な技術を修得
しています。

大切な五葉松の維持管理を通し
て、生徒たちは必要な技術を修得
しています。

1912年、当時の東京市長 尾崎行
雄が米国に贈ったサクラの苗木へ
の返礼として届けられたハナミズキ。

1912年、当時の東京市長 尾崎行
雄が米国に贈ったサクラの苗木へ
の返礼として届けられたハナミズキ。

美しく咲き誇る
多種多様なツ
バキを生徒たち
は貴重な教材と
して日々栽培管
理している。

美しく咲き誇る
多種多様なツ
バキを生徒たち
は貴重な教材と
して日々栽培管
理している。

約380種類の
原種、園芸品種
のツバキが植え
られている東京
都立大島高等
学校の椿園。

約380種類の
原種、園芸品種
のツバキが植え
られている東京
都立大島高等
学校の椿園。

こんな特色のある学校も

農業高校でも部活動は盛んに行われています。実績のある部活も多く、運動
部では選抜高等学校野球大会や全国高等学校駅伝競走大会をはじめとす
る全国大会への出場のほか、文化部では全国高等学校総合文化祭の各部
門などで、優秀な成績を収めている学校も少なくありません。
また、野菜、花き、造園、測量、畜産、食品加工、農芸化学といった専門的で幅
広い分野の活動に取り組むことができることも、農業高校の特長といえるかも
しれません。

農業高校でも部活動は盛んに行われています。実績のある部活も多く、運動
部では選抜高等学校野球大会や全国高等学校駅伝競走大会をはじめとす
る全国大会への出場のほか、文化部では全国高等学校総合文化祭の各部
門などで、優秀な成績を収めている学校も少なくありません。
また、野菜、花き、造園、測量、畜産、食品加工、農芸化学といった専門的で幅
広い分野の活動に取り組むことができることも、農業高校の特長といえるかも
しれません。

特別な園芸植物を有する学校もあります。東京都立園芸高等学校には日本
梨の新品種「菊水」と「八雲」誕生・育成の地の記念碑や、学校創立当初か
らある歴史的に極めて貴重な「徳川三代将軍家光公遺愛の五葉松」の盆栽
があるほか、1915年にアメリカのタフト大統領から贈られた40本のハナミズキ
のうち現存する最後の1本となる原木が、校内で大切に育てられています。
また、東京都立大島高等学校の校内には、2016年に世界的に権威のある
国際ツバキ協会から「国際優秀つばき園」の認定を受けた椿園があります。農
林科の生徒たちが丹精込めて育てている椿園、教育機関としては世界初の
認定だそうです。

特別な園芸植物を有する学校もあります。東京都立園芸高等学校には日本
梨の新品種「菊水」と「八雲」誕生・育成の地の記念碑や、学校創立当初か
らある歴史的に極めて貴重な「徳川三代将軍家光公遺愛の五葉松」の盆栽
があるほか、1915年にアメリカのタフト大統領から贈られた40本のハナミズキ
のうち現存する最後の1本となる原木が、校内で大切に育てられています。
また、東京都立大島高等学校の校内には、2016年に世界的に権威のある
国際ツバキ協会から「国際優秀つばき園」の認定を受けた椿園があります。農
林科の生徒たちが丹精込めて育てている椿園、教育機関としては世界初の
認定だそうです。

生産技術・
経営系

農業簿記検定、初級バイオ技術者認定試験、一般毒物劇物取扱責
任者、3級フラワー装飾技能士（国家資格）、3級室内園芸装飾技能
士（国家資格）、アーク溶接、ガス溶接、動物愛護社会化検定など

資源活用・ヒュー
マンサービス系

食品衛生責任者、食生活アドバイザー3級、3級販売士、家庭科技術
検定（被服、食物調理、保育）、調理師免許、全商簿記実務検定など

環境技術・
創造系

測量士・測量士補（国家資格）、2級土木施工管理技士（国家資格）、
造園技能士（国家資格）、小型車両系建設機械運転、高所作業車、
フォークリフト、刈払機取扱いなど

学科共通 日本農業技術検定、アグリマイスター、FFJ検定、土壌医検定、危険
物取扱者、2級ボイラー技士など

その他 日本情報処理検定、実用英語技能検定、実用数学技能検定、日本漢
字能力検定など

戦後の新制高等学校の学習活動の中で、農業高校生の自
主的・自発的な組織として日本各地で誕生した「学校農業ク
ラブ（SAC：school Agriculture Club）」。1950年には全国
組織として、「日本学校農業クラブ連盟Future Farmers of 
Japan（略称：日連 または FFJ）」が結成されました。
日本学校農業クラブ連盟は、「クラブ」という名称から課外活動だと思われが
ちですが、あくまでも授業の一環。クラブ員は農業高校で学ぶ全生徒です。主
な活動は、地域資源の活用や地域課題の解決に向けた研究などで、FFJ代
表で東京都立園芸高等学校の並川直人校長先生は「農業高校の学びそ
のものが課題解決型の学習ですが、日々主体的・協働的に問題を発見し、解
決する能力を培うことがFFJの目的」といいます。具体的な活動にはプロジェ
クト発表（研究活動）、意見発表の発表部門と農業鑑定、測量などの技術競
技部門があり、毎年10月の「農高生の甲子園」と呼ばれる全国大会には、各
地のブロック大会で優秀な成績を収めた農業高校生たちが集い、成果を発
表します。毎年テーマを決めて環境調査も行っており、日頃のプロジェクト学
習と実践といった体験的な活動を通して、科学性、社会性、指導性を身につ
けた農業高校生の活躍が期待されます。

戦後の新制高等学校の学習活動の中で、農業高校生の自
主的・自発的な組織として日本各地で誕生した「学校農業ク
ラブ（SAC：school Agriculture Club）」。1950年には全国
組織として、「日本学校農業クラブ連盟Future Farmers of 
Japan（略称：日連 または FFJ）」が結成されました。
日本学校農業クラブ連盟は、「クラブ」という名称から課外活動だと思われが
ちですが、あくまでも授業の一環。クラブ員は農業高校で学ぶ全生徒です。主
な活動は、地域資源の活用や地域課題の解決に向けた研究などで、FFJ代
表で東京都立園芸高等学校の並川直人校長先生は「農業高校の学びそ
のものが課題解決型の学習ですが、日々主体的・協働的に問題を発見し、解
決する能力を培うことがFFJの目的」といいます。具体的な活動にはプロジェ
クト発表（研究活動）、意見発表の発表部門と農業鑑定、測量などの技術競
技部門があり、毎年10月の「農高生の甲子園」と呼ばれる全国大会には、各
地のブロック大会で優秀な成績を収めた農業高校生たちが集い、成果を発
表します。毎年テーマを決めて環境調査も行っており、日頃のプロジェクト学
習と実践といった体験的な活動を通して、科学性、社会性、指導性を身につ
けた農業高校生の活躍が期待されます。

プロジェクト発表会。Ⅰ類最優秀賞
を受賞した熊本県立熊本農業高等
学校の皆さん。（撮影：水野浩志）

プロジェクト発表会。Ⅰ類最優秀賞
を受賞した熊本県立熊本農業高等
学校の皆さん。（撮影：水野浩志）

中華料理の料理人。高校卒業後21歳で料
理長に就任。22歳でフジテレビ『料理の鉄
人』に当時最年少挑戦者として出演し注目を
集める。以降数々の雑誌、テレビ番組に出
演。そのほかにも全国で
の食育活動、地方町おこ
しプロジェクトの参加（商
品開発）、海外における日
本の中国料理の普及な
ど活動は多岐にわたる。

中華料理の料理人。高校卒業後21歳で料
理長に就任。22歳でフジテレビ『料理の鉄
人』に当時最年少挑戦者として出演し注目を
集める。以降数々の雑誌、テレビ番組に出
演。そのほかにも全国で
の食育活動、地方町おこ
しプロジェクトの参加（商
品開発）、海外における日
本の中国料理の普及な
ど活動は多岐にわたる。

東京都立農業高等学校卒業　五十嵐美幸さん
家業が飲食店なので、高校は食物科への進学を希望していたのですが、最
終的には推薦で東京都立農業高等学校の食品製造科（現在の食品科学
科）に入学しました。農業高校では畑での実習や食品加工など実践的・体
験的な授業が多かったので、とても楽しかったです。そういう体験は専門高校
に行かないと、なかなかできないのではないでしょうか。同じように飲食業界を
目指す仲間ができ、卒業した後も悩みや進路のことなど、いろいろなことを話
し合っています。
農業高校は、自分が進むべき道や自分がやりたいことを早く見つけられる場
所だと思います。実体験として自分の心に響くことが先になるので、頭で考え
るより自分の向き不向きもわかりやすいですし、座学以外にいろいろな体験
をすることによって、自分が何に興味があって、何をしたいのかを早く明確に
できると思うのです。
私の同級生の中には、自分の娘や息子を農業高校に入れたという人がすご
く多いです。私の10歳下の弟も妹も同じ農業高校で学びました。弟は東京
農業大学に進学し、卒業後料理人を経て農業へ転向。調理で出た残さを肥
料にして栽培した作物を農家レストランで提供するという、まさにSDGsな取
り組みをしています。農業高校は今だからこそ必要とされる、実践と学びの場
なのではないかと思います。

東京都立農業高等学校卒業　五十嵐美幸さん
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目指す仲間ができ、卒業した後も悩みや進路のことなど、いろいろなことを話
し合っています。
農業高校は、自分が進むべき道や自分がやりたいことを早く見つけられる場
所だと思います。実体験として自分の心に響くことが先になるので、頭で考え
るより自分の向き不向きもわかりやすいですし、座学以外にいろいろな体験
をすることによって、自分が何に興味があって、何をしたいのかを早く明確に
できると思うのです。
私の同級生の中には、自分の娘や息子を農業高校に入れたという人がすご
く多いです。私の10歳下の弟も妹も同じ農業高校で学びました。弟は東京
農業大学に進学し、卒業後料理人を経て農業へ転向。調理で出た残さを肥
料にして栽培した作物を農家レストランで提供するという、まさにSDGsな取
り組みをしています。農業高校は今だからこそ必要とされる、実践と学びの場
なのではないかと思います。
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農業高校の生徒たちが、専門知識を学び成長する機会として、
多種多様な大会やイベントへの参加があります。ここでは、
そういった場で日頃培った高い技術力を活かして優秀な研究
成果を上げた農業高校を紹介します。

第3回・第4回「和牛甲子園」最優秀校の鹿児島県立市来農芸高等学校の皆さん。第3回・第4回「和牛甲子園」最優秀校の鹿児島県立市来農芸高等学校の皆さん。

自由な観点や発想で研究成果を競う大会や、イベントに積極的に参加
している農業高校の生徒たち。熱い気持ちでチャレンジする農業高校
生たちの姿をお伝えします。

自由な観点や発想で研究成果を競う大会や、イベントに積極的に参加
している農業高校の生徒たち。熱い気持ちでチャレンジする農業高校
生たちの姿をお伝えします。

「和牛甲子園」（主催：全国農業協同組合連合会）は、全国の農業高
校などで和牛を飼育している高校牛児（高校生）と、彼らが育てた和牛
を集めて、牛児たちの和牛肥育の取り組み内容の発表（取組評価部
門）と、その成果である枝肉の品質（枝肉評価部門）の２部門で競い合
う大会です。2018年1月に第１回大会が開催され、第1回・第2回大会
は岐阜県立飛騨高山高等学校が、第3回大会と、今年行われた第4回
大会は鹿児島県立市来農芸高等学校が、総合評価部門最優秀賞の
栄誉に輝いています。各校から高い技術レベルの工夫あふれる取り組
みが報告されています。

「和牛甲子園」（主催：全国農業協同組合連合会）は、全国の農業高
校などで和牛を飼育している高校牛児（高校生）と、彼らが育てた和牛
を集めて、牛児たちの和牛肥育の取り組み内容の発表（取組評価部
門）と、その成果である枝肉の品質（枝肉評価部門）の２部門で競い合
う大会です。2018年1月に第１回大会が開催され、第1回・第2回大会
は岐阜県立飛騨高山高等学校が、第3回大会と、今年行われた第4回
大会は鹿児島県立市来農芸高等学校が、総合評価部門最優秀賞の
栄誉に輝いています。各校から高い技術レベルの工夫あふれる取り組
みが報告されています。

ウチの牛こそ日本一
高校牛児たちの熱い戦い！「和牛甲子園」

なお、各賞の受賞校は以下の通りです。
【総合評価部門】
最優秀賞（1校）……………鹿児島県立市来農芸高等学校

【取組評価部門】
最優秀賞（1校）……………鹿児島県立市来農芸高等学校
優秀賞（2校）………………愛知県立渥美農業高等学校、山口県立大津緑洋高等学校
優良賞（3校）………………佐賀県立唐津南高等学校、山形県立村山産業高等学校、
 岩手県立水沢農業高等学校
審査委員特別賞（1校）……鹿児島県立鹿屋農業高等学校
高校牛児特別賞（1校）……鹿児島県立市来農芸高等学校

【枝肉評価部門】
最優秀賞（1頭）……………鹿児島県立市来農芸高等学校
優秀賞（2頭）………………栃木県立鹿沼南高等学校、岐阜県立飛騨高山高等学校
優良賞（3頭）………………岩手県立水沢農業高等学校、島根県立出雲農林高等学校、
 鹿児島県立鹿屋農業高等学校
審査委員特別賞（1頭）……岩手県立水沢農業高等学校

なお、各賞の受賞校は以下の通りです。
【総合評価部門】
最優秀賞（1校）……………鹿児島県立市来農芸高等学校

【取組評価部門】
最優秀賞（1校）……………鹿児島県立市来農芸高等学校
優秀賞（2校）………………愛知県立渥美農業高等学校、山口県立大津緑洋高等学校
優良賞（3校）………………佐賀県立唐津南高等学校、山形県立村山産業高等学校、
 岩手県立水沢農業高等学校
審査委員特別賞（1校）……鹿児島県立鹿屋農業高等学校
高校牛児特別賞（1校）……鹿児島県立市来農芸高等学校

【枝肉評価部門】
最優秀賞（1頭）……………鹿児島県立市来農芸高等学校
優秀賞（2頭）………………栃木県立鹿沼南高等学校、岐阜県立飛騨高山高等学校
優良賞（3頭）………………岩手県立水沢農業高等学校、島根県立出雲農林高等学校、
 鹿児島県立鹿屋農業高等学校
審査委員特別賞（1頭）……岩手県立水沢農業高等学校

第4回「和牛甲子園」は2021年1月15日に開催され、出場校は19県
33校から、和牛47頭が参加して頂点を競い合いました。今回の大会
は新型コロナウイルスの感染拡大防止のためオンライン配信となり、
高校牛児たちは各学校の教室からリモートで参加しました。
取り組みの評価となる体験発表会は、各学校が事前に収録したプレ
ゼンテーション用動画を流しながら、肥育体験、飼養、研究とその成果
などに対しての発表が行われました。また、肉の品質評価は、東京都中
央卸売市場食肉市場において、出品牛ごとに肉の重量や光沢、脂肪
の質や付着状態、ロース芯の面積やバラの厚さ、おいしさの指標とな
るオレイン酸値など、細部にわたって肉質の審査、講評が行われました。
各校の参加牛の枝肉の競りの模様が配信された後、いよいよ結果の
発表です。参加校の牛児たちが息を詰めて見守る中、鹿児島県立市
来農芸高等学校が前回大会に続き総合評価部門最優秀賞の栄誉
に輝きました。

第4回「和牛甲子園」は2021年1月15日に開催され、出場校は19県
33校から、和牛47頭が参加して頂点を競い合いました。今回の大会
は新型コロナウイルスの感染拡大防止のためオンライン配信となり、
高校牛児たちは各学校の教室からリモートで参加しました。
取り組みの評価となる体験発表会は、各学校が事前に収録したプレ
ゼンテーション用動画を流しながら、肥育体験、飼養、研究とその成果
などに対しての発表が行われました。また、肉の品質評価は、東京都中
央卸売市場食肉市場において、出品牛ごとに肉の重量や光沢、脂肪
の質や付着状態、ロース芯の面積やバラの厚さ、おいしさの指標とな
るオレイン酸値など、細部にわたって肉質の審査、講評が行われました。
各校の参加牛の枝肉の競りの模様が配信された後、いよいよ結果の
発表です。参加校の牛児たちが息を詰めて見守る中、鹿児島県立市
来農芸高等学校が前回大会に続き総合評価部門最優秀賞の栄誉
に輝きました。

第4回「和牛甲子園」開催！
過去最多33校47頭が参加

第4回「和牛甲子園」最優秀校を訪問
鹿児島県立市来農芸高等学校
（鹿児島県いちき串木野市）

第4回大会では、鹿児島県立市来農芸高等学校が昨年に続く総合評
価部門最優秀賞を受賞、さらに取組評価部門、枝肉評価部門でも最
優秀賞に輝き、3部門の完全制覇を達成しました。
同校の畜産部は、県内の雄牛の精子を購入し種付けは校内で行って
います。現在飼育している80頭ほどの牛は、すべて校内で誕生。牛たち
には各部員の名前を付けて育てることが同校の伝統です。毎日そうした
牛たちの世話をするのは、現在畜産部に所属する13人の部員たち。今
大会に出品した牛は、現在の3年生が1年生の時に生まれた「健六号」
と「雅生号」の2頭で、それらも部員の名前からとっています。

第4回大会では、鹿児島県立市来農芸高等学校が昨年に続く総合評
価部門最優秀賞を受賞、さらに取組評価部門、枝肉評価部門でも最
優秀賞に輝き、3部門の完全制覇を達成しました。
同校の畜産部は、県内の雄牛の精子を購入し種付けは校内で行って
います。現在飼育している80頭ほどの牛は、すべて校内で誕生。牛たち
には各部員の名前を付けて育てることが同校の伝統です。毎日そうした
牛たちの世話をするのは、現在畜産部に所属する13人の部員たち。今
大会に出品した牛は、現在の3年生が1年生の時に生まれた「健六号」
と「雅生号」の2頭で、それらも部員の名前からとっています。

　     もっと知ってほしい
農業高校生の底力

第1回・第2回の優勝校、岐阜県立飛騨高山農業
高等学校。
第1回・第2回の優勝校、岐阜県立飛騨高山農業
高等学校。

2021年1月15日に行われた第4回和牛甲子園出場校33校。2021年1月15日に行われた第4回和牛甲子園出場校33校。

リモートで行われた第4回和牛甲子園会場の模様。リモートで行われた第4回和牛甲子園会場の模様。 結果発表の瞬間。牛児たちが固唾を飲んで見守ります。結果発表の瞬間。牛児たちが固唾を飲んで見守ります。

今大会の審査委員特別賞、鹿児島県立鹿屋農
業高等学校。
今大会の審査委員特別賞、鹿児島県立鹿屋農
業高等学校。

農業高校

夢を創造しよう

熱い想いで挑戦

プロフェッショナル！
目指すは
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第4回和牛甲子園に出場した「鹿児島黒牛」と
畜産部員の皆さん。
第4回和牛甲子園に出場した「鹿児島黒牛」と
畜産部員の皆さん。

大会当日、各賞の発表を見守る生徒の皆さん。大会当日、各賞の発表を見守る生徒の皆さん。

GAPの食材を使った料理
など、おもてなし企画に取り
組んだメンバー。

GAPの食材を使った料理
など、おもてなし企画に取り
組んだメンバー。

同校で行われたグローバルGAPの公開審査会の様子。審査に
は、同校流通科学科の生徒が中心となって対応。
同校で行われたグローバルGAPの公開審査会の様子。審査に
は、同校流通科学科の生徒が中心となって対応。

※GAP（Good Agricultural Practices：農業生産工程管理）とは、農業において、食品安全、環境
保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取り組みのことです。
※GAP（Good Agricultural Practices：農業生産工程管理）とは、農業において、食品安全、環境
保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取り組みのことです。

ハンギングバスケット部門最優秀賞を受賞し
た東京都立農産高等学校の皆さん。
ハンギングバスケット部門最優秀賞を受賞し
た東京都立農産高等学校の皆さん。

昨年も総合評価部門の最優秀賞を獲得しましたが、枝肉評価部門では
優良賞にとどまりました。最優秀賞を逃した悔しさが忘れられず、今年の大
会では完全制覇を目指し、部員一丸となって挑んだといいます。大会に挑
むにあたり、前回大会の課題を書きだした結果、「健康な牛の肉はおいし
い」という結論に達し、今回は「健康な牛づくり」をテーマに設定しました。
牛のストレスの軽減を目的に、牛たちがよく食べてよく眠れる快適な環境
づくり。雄牛に多いといわれる尿石症も1週間に１回、尿のpHを測って数
値が上昇したら利尿剤を投与する、といった健康管理を徹底。また、前回
大会で、脂肪が厚く付いてしまったという点を踏まえ、肉の品質を左右する
給餌量を調節することや、以前から取り組んできた肉のおいしさに関連す
るオレイン酸の数値の研究をさらに深め、数値を上げるために、エサにきな
粉とトウモロコシの粉を混ぜることにしました。こうした努力が実を結び、肉
質はA5ランク格付け、枝肉評価部門も最優秀賞を受賞しました。

昨年も総合評価部門の最優秀賞を獲得しましたが、枝肉評価部門では
優良賞にとどまりました。最優秀賞を逃した悔しさが忘れられず、今年の大
会では完全制覇を目指し、部員一丸となって挑んだといいます。大会に挑
むにあたり、前回大会の課題を書きだした結果、「健康な牛の肉はおいし
い」という結論に達し、今回は「健康な牛づくり」をテーマに設定しました。
牛のストレスの軽減を目的に、牛たちがよく食べてよく眠れる快適な環境
づくり。雄牛に多いといわれる尿石症も1週間に１回、尿のpHを測って数
値が上昇したら利尿剤を投与する、といった健康管理を徹底。また、前回
大会で、脂肪が厚く付いてしまったという点を踏まえ、肉の品質を左右する
給餌量を調節することや、以前から取り組んできた肉のおいしさに関連す
るオレイン酸の数値の研究をさらに深め、数値を上げるために、エサにきな
粉とトウモロコシの粉を混ぜることにしました。こうした努力が実を結び、肉
質はA5ランク格付け、枝肉評価部門も最優秀賞を受賞しました。

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」で
高校初のグランプリ

岐阜県立岐阜農林高等学校（岐阜県北方町）

岐阜県立岐阜農林高等学校は創立120年の伝統と歴史を誇る学校
です。同校の流通科学科では、2018年から「課題研究」の一環として
GAP（農業生産工程管理）に取り組み、岐阜県内で初めて学校農場
でのグローバルGAPを米で取得しました。また、2020年には農山漁村
活性化の優良事例が選定される「第7回ディスカバー農山漁村（むら）
の宝」（主催：農林水産省）で、企業や一般グループが参加する中、みご
と高校生が初のグランプリに輝きました。ＧＡＰ認証の柿によるパスタの
開発、品質管理を徹底した新品種米の普及や、地域の農家の方々に
生徒たちがアドバイザーとしてノウハウを伝えGAP認証取得の支援をす
るなど、地域農業に対して多大な貢献をしたこと、さらに東京オリンピッ
ク・パラリンピックの選手団のホストタウンとして、同校が生産するグロー
バルGAP認証の米「縁結び」と県産の食材を使った料理の提供や、同
校生徒が実演する日本伝統の神前結婚式などを通したおもてなし企画
など、幅広い取り組みが総合的に評価され受賞に至りました。

岐阜県立岐阜農林高等学校は創立120年の伝統と歴史を誇る学校
です。同校の流通科学科では、2018年から「課題研究」の一環として
GAP（農業生産工程管理）に取り組み、岐阜県内で初めて学校農場
でのグローバルGAPを米で取得しました。また、2020年には農山漁村
活性化の優良事例が選定される「第7回ディスカバー農山漁村（むら）
の宝」（主催：農林水産省）で、企業や一般グループが参加する中、みご
と高校生が初のグランプリに輝きました。ＧＡＰ認証の柿によるパスタの
開発、品質管理を徹底した新品種米の普及や、地域の農家の方々に
生徒たちがアドバイザーとしてノウハウを伝えGAP認証取得の支援をす
るなど、地域農業に対して多大な貢献をしたこと、さらに東京オリンピッ
ク・パラリンピックの選手団のホストタウンとして、同校が生産するグロー
バルGAP認証の米「縁結び」と県産の食材を使った料理の提供や、同
校生徒が実演する日本伝統の神前結婚式などを通したおもてなし企画
など、幅広い取り組みが総合的に評価され受賞に至りました。

まだまだある！
農業高校生が活躍する大会・イベント

農業高校生たちがチャレンジする大会は多数あります。たとえば高校生
たちが育てた米のおいしさを競う「全国農業高校お米甲子園」や、造園
家を目指す一つの目標ともなっている「全国造園デザインコンクール」、
農や食に関するプロジェクトや課題研究に挑戦する「全国高校生農業
アクション大賞」などです。また、毎年日本で開催される「世界らん展」の
2020年大会では、高い技術を持った生産者などの作品が応募される
中、ショーディスプレイクラス最優秀賞に岐阜県立恵那農業高等学校
が、ハンギングバスケット部門最優秀賞には東京都立農産高等学校定
時制園芸部＆創作造形部の作品が選ばれています。

農業高校生たちがチャレンジする大会は多数あります。たとえば高校生
たちが育てた米のおいしさを競う「全国農業高校お米甲子園」や、造園
家を目指す一つの目標ともなっている「全国造園デザインコンクール」、
農や食に関するプロジェクトや課題研究に挑戦する「全国高校生農業
アクション大賞」などです。また、毎年日本で開催される「世界らん展」の
2020年大会では、高い技術を持った生産者などの作品が応募される
中、ショーディスプレイクラス最優秀賞に岐阜県立恵那農業高等学校
が、ハンギングバスケット部門最優秀賞には東京都立農産高等学校定
時制園芸部＆創作造形部の作品が選ばれています。

企業や団体、各分野の専門家の人たちと競う大会に参加し、活躍する
生徒たちを紹介します。
企業や団体、各分野の専門家の人たちと競う大会に参加し、活躍する
生徒たちを紹介します。

「大会出場の目的のひとつは日々行っていることや努力してきたことが、
全国ではどのレベルなのかを知りたかったからです。また、他の参加校の
発表から気づきを得ることも有意義でした。高校3年間、大会に向けて
いろいろな研究をしてきました。すぐに成果が出ることはありませんが、毎
日コツコツと積み上げていくことが大切だということも学びました」と部員
の中養母（なかようぼ）さんは話してくれました。
また、同部の上田平（うえたびら）さんは「和牛甲子園では、2頭の出品
牛の命を通して学ばせてもらい、良い結果を得ることもできました。牛た
ちには部員全員が感謝をしています。経済動物ではありますが、誕生か
ら出荷までの2年半の期間を幸せにできるのは、飼育している自分たち
だけです。出荷の時に悲しみを持って送り出すよりも、私たちが育てた
肉と自信を持って送り出すほうが、この子たちにとっても幸せだと考えて
毎日接してきました」と話してくれました。前回大会は東京の会場に行け
たのは代表者のみでしたが、今回は部員全員がオンラインで立ち会えた
ので喜びを分かち合えたというメリットもあったそうです。

「大会出場の目的のひとつは日々行っていることや努力してきたことが、
全国ではどのレベルなのかを知りたかったからです。また、他の参加校の
発表から気づきを得ることも有意義でした。高校3年間、大会に向けて
いろいろな研究をしてきました。すぐに成果が出ることはありませんが、毎
日コツコツと積み上げていくことが大切だということも学びました」と部員
の中養母（なかようぼ）さんは話してくれました。
また、同部の上田平（うえたびら）さんは「和牛甲子園では、2頭の出品
牛の命を通して学ばせてもらい、良い結果を得ることもできました。牛た
ちには部員全員が感謝をしています。経済動物ではありますが、誕生か
ら出荷までの2年半の期間を幸せにできるのは、飼育している自分たち
だけです。出荷の時に悲しみを持って送り出すよりも、私たちが育てた
肉と自信を持って送り出すほうが、この子たちにとっても幸せだと考えて
毎日接してきました」と話してくれました。前回大会は東京の会場に行け
たのは代表者のみでしたが、今回は部員全員がオンラインで立ち会えた
ので喜びを分かち合えたというメリットもあったそうです。

　     さまざまな大会・イベントで
活躍する農業高校生たち

母牛にもきな粉とトウモロコシの粉を混ぜたエサ
を与えます。
母牛にもきな粉とトウモロコシの粉を混ぜたエサ
を与えます。

牛を日々、丁寧に観察して不調がないかを確認し
ます。
牛を日々、丁寧に観察して不調がないかを確認し
ます。

校内で生まれた子牛にミルクを与える様子。校内で生まれた子牛にミルクを与える様子。 お話を伺った3年生の中養母さんと上田平さん。
二人とも進学して畜産の知識をより深めるといい
ます。

お話を伺った3年生の中養母さんと上田平さん。
二人とも進学して畜産の知識をより深めるといい
ます。

岐阜県立恵那農業高校のショーディスプレイ最優秀賞の
作品。
岐阜県立恵那農業高校のショーディスプレイ最優秀賞の
作品。

目指すは3連覇！と誓う
畜産部の１、2年生
と、農場長の西野健
一朗先生。

目指すは3連覇！と誓う
畜産部の１、2年生
と、農場長の西野健
一朗先生。
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ロボットやICT（情報通信技術）などを活用して、超省力・高品
質生産を実現する「スマート農業」に向けた学びや国際的な問
題に対する取り組み、海外の学校との交流、持続可能な農業
生産を目指すGAP（農業生産工程管理）認証の取得に向けた
取り組みなど、進化する農業高校を紹介します。 北海道旭川農業高等学校の低コスト農業用アシストカートの製作風景。

宇宙農業の可能性を探る取り組み、スマート農業の実現に向けた課題
研究やICTの修得など、先端技術の導入やユニークな開発を通じて、
次世代の農業のありかたを学ぶ生徒たちの活動の様子をお伝えします。

宇宙農業の可能性を探る取り組み、スマート農業の実現に向けた課題
研究やICTの修得など、先端技術の導入やユニークな開発を通じて、
次世代の農業のありかたを学ぶ生徒たちの活動の様子をお伝えします。

ドローンなどを利用した大規模な稲作の実施や、各種センサーを用いた野
菜や果樹の施設園芸の実習を行っています。遠隔管理や監視ができる
環境制御ハウスの製作は、農業機械科の生徒たちの課題研究です。セ
ンサーで温度、湿度、水分量、照度など環境データが測定でき、サイドカー
テンの開閉や農作物へ水を与えるための潅水用電磁弁のオン、オフの制
御も可能です。外部から講師を招き、制御装置の仕組みやプログラミング
言語Python（パイソン）を使った専門的なプログラミングの学習を行うなど、
農業の世界でもデジタルを利用した変革が進み、対応が求められる現在、
同校では新しい技術革新に適応した人材育成に取り組んでいます。

ドローンなどを利用した大規模な稲作の実施や、各種センサーを用いた野
菜や果樹の施設園芸の実習を行っています。遠隔管理や監視ができる
環境制御ハウスの製作は、農業機械科の生徒たちの課題研究です。セ
ンサーで温度、湿度、水分量、照度など環境データが測定でき、サイドカー
テンの開閉や農作物へ水を与えるための潅水用電磁弁のオン、オフの制
御も可能です。外部から講師を招き、制御装置の仕組みやプログラミング
言語Python（パイソン）を使った専門的なプログラミングの学習を行うなど、
農業の世界でもデジタルを利用した変革が進み、対応が求められる現在、
同校では新しい技術革新に適応した人材育成に取り組んでいます。

北海道旭川農業高等学校農業科学科の生徒が開発した低コストア
シストカートは、地域農業の課題解決をテーマとする授業から誕生しま
した。テーマを選定する際の事前調査で、約8割の農家の方が農作業
の負担が大きいと回答していますが、一方でコスト面から新たな機械の
導入は難しいということがわかりました。生徒たちは生産者の負担を軽
減できる、運搬補助を目的としたアシストカートを安価で開発できれば、
多様な作目で持続的に活用できるのではないかと考え、低コスト化に
挑戦。搭載機能は必要最低限に限定し、専門知識がなくても簡単に
操作できる農業用のアシストカートの開発を開始しました。カートは主に
高齢者が利用、荷物運搬補助が主要な用途と想定し、容易に荷物を
積めるよう車高を低くして、100キログラム程度の荷物の運搬と自動走
行を可能にしました。完成後も操作性の向上や車体の軽量化など改
良が進められています。

北海道旭川農業高等学校農業科学科の生徒が開発した低コストア
シストカートは、地域農業の課題解決をテーマとする授業から誕生しま
した。テーマを選定する際の事前調査で、約8割の農家の方が農作業
の負担が大きいと回答していますが、一方でコスト面から新たな機械の
導入は難しいということがわかりました。生徒たちは生産者の負担を軽
減できる、運搬補助を目的としたアシストカートを安価で開発できれば、
多様な作目で持続的に活用できるのではないかと考え、低コスト化に
挑戦。搭載機能は必要最低限に限定し、専門知識がなくても簡単に
操作できる農業用のアシストカートの開発を開始しました。カートは主に
高齢者が利用、荷物運搬補助が主要な用途と想定し、容易に荷物を
積めるよう車高を低くして、100キログラム程度の荷物の運搬と自動走
行を可能にしました。完成後も操作性の向上や車体の軽量化など改
良が進められています。

地域農業の課題解決に向けた
「低コスト農業用アシストカート」の開発
北海道旭川農業高等学校（北海道旭川市）

宇宙農業への挑戦。JAXAによる授業も
広島県立西条農業高等学校（広島県東広島市）

「火星で食料の自給自足はできるか？」なんとも壮大な課題を掲げ研究
を進めているのは、文部科学省からスーパーサイエンスハイスクールに
指定されている広島県立西条農業高等学校です。同校では、型破りな
発想力と課題発見能力を育成し、生徒たちが主体的に課題に向き合
うことを目標とした取り組みがなされています。
この課題解決の糸口を探るのは、同校全学年の7学科（園芸、畜産、
生活、農業機械、緑地土木、生物工学、食品科学）と部活動の自然科
学部の生徒たちです。たとえば園芸科と畜産科は「アクアポニックスシ
ステム（水の循環を利用して魚の養殖と野菜の栽培を同一システムで
行う手法）の宇宙での活用」、緑地土木科は「火星における土壌の研
究」など、それぞれの専門分野に関連する研究を進めています。また、
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）に協力を依頼
して、昨年8月と12月には同職員によるリモート講義で、宇宙開発、惑
星探査の状況などの説明やワークショップも行われました。
生徒たちは「宇宙環境ではサルモネラ菌の毒性が強まるなど、宇宙と
地球とでは大きな違いがある」など新たな知識の修得や、宇宙に目を向
けることで地球上のSDGsなどの課題解決にもつながるヒントがあるの
ではないか、との気づきも生まれたそうです。

「火星で食料の自給自足はできるか？」なんとも壮大な課題を掲げ研究
を進めているのは、文部科学省からスーパーサイエンスハイスクールに
指定されている広島県立西条農業高等学校です。同校では、型破りな
発想力と課題発見能力を育成し、生徒たちが主体的に課題に向き合
うことを目標とした取り組みがなされています。
この課題解決の糸口を探るのは、同校全学年の7学科（園芸、畜産、
生活、農業機械、緑地土木、生物工学、食品科学）と部活動の自然科
学部の生徒たちです。たとえば園芸科と畜産科は「アクアポニックスシ
ステム（水の循環を利用して魚の養殖と野菜の栽培を同一システムで
行う手法）の宇宙での活用」、緑地土木科は「火星における土壌の研
究」など、それぞれの専門分野に関連する研究を進めています。また、
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）に協力を依頼
して、昨年8月と12月には同職員によるリモート講義で、宇宙開発、惑
星探査の状況などの説明やワークショップも行われました。
生徒たちは「宇宙環境ではサルモネラ菌の毒性が強まるなど、宇宙と
地球とでは大きな違いがある」など新たな知識の修得や、宇宙に目を向
けることで地球上のSDGsなどの課題解決にもつながるヒントがあるの
ではないか、との気づきも生まれたそうです。

世界へ、未来へ！

羽ばたけ若い力

未来を担う次世代型農業を実践

岡山県立興陽高等学校はスマート農業の実現に向けた学習に力を入れ
ており、同校の農業科では水田でGPS搭載のトラクターや無人田植え機、
岡山県立興陽高等学校はスマート農業の実現に向けた学習に力を入れ
ており、同校の農業科では水田でGPS搭載のトラクターや無人田植え機、

先端技術を活用した「環境制御ハウス」
岡山県立興陽高等学校（岡山県岡山市）

　     農業高校生による
「スマート農業の実践」

JAXAによるリモート講義を受講。JAXAによるリモート講義を受講。 グループ学習の成果を発表。グループ学習の成果を発表。

農作業用アシストカートのフレームを作成している様子。農作業用アシストカートのフレームを作成している様子。アシストカート開発チームの皆さん。アシストカート開発チームの皆さん。

ハウス制御装置の設置。ハウス制御装置の設置。

社会人講師によるPythonプロ
グラミング学習。
社会人講師によるPythonプロ
グラミング学習。

農業高校

夢を創造しよう
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ストーリーやキャラクターを相談しており、フォンテーヌ農業高等学校とは
インスタグラムのアカウントを互いに作成し、普段の学校での実習の様
子を共有しています。生徒たちが互いの農業の魅力をどう発信するの
か、交流の成果が楽しみです。

ストーリーやキャラクターを相談しており、フォンテーヌ農業高等学校とは
インスタグラムのアカウントを互いに作成し、普段の学校での実習の様
子を共有しています。生徒たちが互いの農業の魅力をどう発信するの
か、交流の成果が楽しみです。

漫画で日本の農業の魅力を伝える
北海道大野農業高等学校（北海道北斗市）

北海道大野農業高等学校は日仏農業教育連携に参加し、2019年か
ら同校の生活科学科の生徒が中心となり、フランスのポー・モントルドン
高等学校とフォンテーヌ農業高等学校との交流を重ねています。「漫
画で農業の魅力を伝える」をテーマに、お互いの国の特色的な農業を
それぞれ4ページほどの漫画に描き、共有することにしました。漫画にす
ることで内容が伝わりやすく、視覚にも訴えるので、外国の高校生との
交流で言葉の問題も軽減されると考えたからです。フランスの高校生に
伝える題材と構想については現在検討しているところですが、北海道
の大規模農業の特徴や、同校所在地の北斗市が北海道水田発祥の
地であること、また、スマート農業についてなど、題材の案が出ています。
また、ポー・モントルドン高等学校とは定期的にweb会議を行い、漫画の
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ら同校の生活科学科の生徒が中心となり、フランスのポー・モントルドン
高等学校とフォンテーヌ農業高等学校との交流を重ねています。「漫
画で農業の魅力を伝える」をテーマに、お互いの国の特色的な農業を
それぞれ4ページほどの漫画に描き、共有することにしました。漫画にす
ることで内容が伝わりやすく、視覚にも訴えるので、外国の高校生との
交流で言葉の問題も軽減されると考えたからです。フランスの高校生に
伝える題材と構想については現在検討しているところですが、北海道
の大規模農業の特徴や、同校所在地の北斗市が北海道水田発祥の
地であること、また、スマート農業についてなど、題材の案が出ています。
また、ポー・モントルドン高等学校とは定期的にweb会議を行い、漫画の

GAP（Good Agricultural Practices：農業生産工程管理）とは、農業
において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保す
るための生産工程管理の取り組みのことです。

GAP（Good Agricultural Practices：農業生産工程管理）とは、農業
において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保す
るための生産工程管理の取り組みのことです。

2020ストックホルム青少年水大賞グランプリ獲得！
青森県立名久井農業高等学校（青森県南部町）

毎年８月、スウェーデンの首都ストックホルムでは、世界中から水環境研
究者の権威が一堂に会し「水のノーベル賞」と称される「ストックホルム
水大賞」の授与が行われますが、このジュニア版が高校生を対象とし
た、ストックホルム青少年水大賞。生活の質の向上及び水環境におけ
る生態系の改善などに、優れた調査研究を行った若い研究者に贈られ
る賞で、授与は、スウェーデン王国皇太子殿下より行われます。
この大会に向けて、2019年4月から約1年半を費やし研究を行ったの
は青森県名久井農業高等学校環境システム科3年生の4人の生徒で
した。テーマは「乾燥地の土壌流出抑制と食糧増産を可能にする多機
能集水技術の開発」。世界の乾燥地や半乾燥地で乾季は水不足、雨
季は耕地の土壌流出問題が発生していることに着目した研究です。こ
れらの地域では土を盛り、斜面上流から流れてくる雨水を集水する技術
はありますが、盛り土部分に耐久性がなく流出を繰り返しています。これ
らの解決法として、より簡単に強い構造にするため、日本の伝統的な技
術である、土に、砂と石灰とにがり（塩化マグネシウム）を加えて固化させ
る三和土（たたき）に注目しました。ブーメラン状に成形した三和土を作
物の株元に設置することで、集水量が数倍に増え流出する土壌を大幅
に抑制できることが実証できました。さらに三和土の中に乾燥牛糞堆肥
や草木灰を混ぜることで、長期にわたり栄養分を作物に供給でき、収量
が増えることも証明できました。安価な材料で調達も製作も簡単なこと、
不要になったら土に戻せるエコ技術であることや、現地の持続的な農
業や緑化に貢献できることが高い評価を得て参加29カ国の中で見
事、大賞を受賞しました。生徒たちも自ら考案したアイデアが、世界の
人々に評価されたことが大きな自信となったようです。
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グローバルGAPの認証品目数高校日本一
福島県立岩瀬農業高等学校（福島県鏡石町）

福島県立岩瀬農業高等学校はグローバルGAP認証品目数高校日本
一をはじめ、JGAPでも日本初となる畜産物3品目（乳用牛･生乳、肉用
牛、採鶏卵･鶏卵）、同時取得という快挙を達成しています。同校の生徒
たちは2018年のオランダの高校生との交流で、現地の生徒の多くが福
島県の農産物を「危険な食品」と認識していたことに衝撃を受けるととも
に、欧州では農産物の安全性を担保するGAPが重要視されていることも
学びました。この経験からGAPが食材調達基準となっている東京オリン
ピック・パラリンピックへの食材提供を目指し、福島県の農作物に対する
風評被害払拭を同校から発信しようと、グローバルGAP認証取得に挑
戦し続けています。また、相互の人材育成を目的として東京の結婚式場
と産学連携協定を締結し、同校のグローバルGAP認証を取得している
米を使った「福島県立岩瀬農業高等学校産米 無添加糀あまざけ」を開
発。学校所在地の鏡石町のふるさと納税返礼品にも選定されました。
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海外のコンテストに参加したり、海外の学校と提携、交流したりする農
業高校が増えてきました。グローバル化に対応した農業高校の取り組
みについてお伝えします。

海外のコンテストに参加したり、海外の学校と提携、交流したりする農
業高校が増えてきました。グローバル化に対応した農業高校の取り組
みについてお伝えします。

　    国際的に活躍する
農業高校生たちの取り組み

　     GAP（農業生産工程管理）の実践と
認証取得にチャレンジ

“グローバルだけでなくローカルも”
地域と連携した取り組み

熊本県内の県立の農業関係高校（11校1分校）と、（一社）熊本県農業法人協会
は全国初となる連携協定を締結。次世代の農業人材の育成や就農促進を目的とし
て、高校生を対象とした農業研修や体験学習などで相互協力します。協定は農業
経営、6次産業化、スマート農業、現場実習など6項目からなり、受け皿はその多くが
GAP、スマート農業、ICTを取り入れているという同協会に加入する111社の農業
法人。近年は農業関係高校でも非農家出身の学生や教職員が増加しており、この
協力により農業法人の知識と技能が学校教育に活かされると期待されています。
また、「高齢者の方を花で癒したい」そんな優しい気持ちで学校と地域との連携を深
めているのは、兵庫県立農業高等学校園芸科草花班の有志の生徒たち。高齢者
が高校生と一緒に草花に触れることで、心身共に健やかになることを目的とした園
芸療法活動で、地域の老人保健施設を訪
問し、花を介した交流を続けてきました。現
在は新型コロナウィルスの影響もあり訪問
が叶わず、寄せ植えづくりの動画を作成し
発信するとともに、地域を支える病院関係
者を応援するために、フラワーアレンジ作
品を届ける活動も行っています。再び地域
の方 と々花で心をつなぐ日が来ることを心
待ちにしています。
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グランプリを受賞した環境
システム科の3年生。
グランプリを受賞した環境
システム科の3年生。

WEB開催における発表の様子。WEB開催における発表の様子。 三和土を作物の株元に設置する研究実習。三和土を作物の株元に設置する研究実習。

Web会議で提携校の生徒と今後の方針を相談。Web会議で提携校の生徒と今後の方針を相談。生徒たちが考えた漫画のキャラクター。生徒たちが考えた漫画のキャラクター。

「福島県立岩瀬農業高校産米 無添加糀あまざけ」
の商品発表・試飲会。
「福島県立岩瀬農業高校産米 無添加糀あまざけ」
の商品発表・試飲会。

同校のグローバルGAP認定コシヒカリを使用したあ
まざけ。
同校のグローバルGAP認定コシヒカリを使用したあ
まざけ。

老人保健施設を訪問し、花を介した交流を
行う兵庫県立農業高校の皆さん。
老人保健施設を訪問し、花を介した交流を
行う兵庫県立農業高校の皆さん。
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全国の農業高校では、生徒たちが地元の特産品や伝統野菜を
用いて加工品を手づくりし、提供しています。ここではそんな農
業高校生の若いアイデアから生まれたさまざまな加工品を、各
校からのコメントとともに紹介します。

青森県立五所川原農林高等学校の皆さん。

タコソーセージ

北海道遠別農業高等学校

武蔵 府中茶

東京都立農業高等学校

島高ラー油

東京都立大島高等学校

※「五農」とは五所川原農林高等学校の愛称です。

※「島高」とは大島高等学校の愛称です。

※「相農」とは相馬農業高等学校の愛称
です。

ここがオススメ ひとことPR！
遠別町の特産品である水ダコに
着目し、タコ身75パ－セント、鶏胸
肉25パーセントをエマルジョン状
に練り合わせて完成させた世界初
となる「タコソーセージ」です！　口
いっぱいにタコの風味が広がる素
朴な味わいがクセになる一品に仕
上がりました！
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ここがオススメ ひとことPR！
グローバルGAP認証米と大豆とも
に原料は100パーセント五農産。
芳醇な風味の赤味噌はリピーター
続出の人気者。五農の味噌蔵で1
年間天然熟成。原材料は大豆、米
麹、食塩と五農生の愛情。早乙女
衣装で田植えした米も大豆も豊作
です。
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ぶきた」などで、優雅な香気が特
徴。武蔵 府中茶を飲んで至福の
ときを楽しんでください！
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大島の海のように透き通る美しい
ビジュアル。島の恵みを1本に凝縮
した一品です。本校で栽培した島
唐辛子とごま油をベースに、大島の
特産椿油を入れたまろやかな風味
を含む、3種類のラー油を手作りし
ています。ぜひご賞味ください。

ここがオススメ ひとことPR！
大島の海のように透き通る美しい
ビジュアル。島の恵みを1本に凝縮
した一品です。本校で栽培した島
唐辛子とごま油をベースに、大島の
特産椿油を入れたまろやかな風味
を含む、3種類のラー油を手作りし
ています。ぜひご賞味ください。

ここがオススメ ひとことPR！
大島の海のように透き通る美しい
ビジュアル。島の恵みを1本に凝縮
した一品です。本校で栽培した島
唐辛子とごま油をベースに、大島の
特産椿油を入れたまろやかな風味
を含む、3種類のラー油を手作りし
ています。ぜひご賞味ください。

ここがオススメ ひとことPR！
大島の海のように透き通る美しい
ビジュアル。島の恵みを1本に凝縮
した一品です。本校で栽培した島
唐辛子とごま油をベースに、大島の
特産椿油を入れたまろやかな風味
を含む、3種類のラー油を手作りし
ています。ぜひご賞味ください。

ここがオススメ ひとことPR！
大島の海のように透き通る美しい
ビジュアル。島の恵みを1本に凝縮
した一品です。本校で栽培した島
唐辛子とごま油をベースに、大島の
特産椿油を入れたまろやかな風味
を含む、3種類のラー油を手作りし
ています。ぜひご賞味ください。

ここがオススメ ひとことPR！
積極的に6次産業化を進める中で
生まれた本校の商品はネットショップ
や実習店舗、出張販売でも好評で
す。水や炭酸水で割って飲むラクピ
ス、そのまま飲める人気商品のトマト
ジュース、旬の果物をふんだんに使用
したジャム、地域の方々に、長年愛さ
れ続けている相農自慢の商品です！！
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商業科の生徒たちの開発商品で
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ボックス）」は、富良野産の食材に
こだわったご当地弁当です。容器
は、富良野市のオリジナルキャラク
ター「へそ丸くん」を使用した非常に
可愛い容器となっています。
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五農味噌

青森県立五所川原農林高等学校

ふらのご当地弁当
元気と笑顔を届ける
Pleasant Box

北海道富良野緑峰高等学校

相農セット
ラクピス（パイン・レモン）各１本、トマトジュース１本、

ジャム（イチゴ・ブドウ・リンゴ）各１本

福島県立相馬農業高等学校

農業高校発！ わが校自慢の

特産品カタログ

農業高校

夢を創造しよう
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杉農梨くるみパン

埼玉県立杉戸農業高等学校

ここがオススメ ひとことPR！
埼玉県産小麦と特産品の梨を使用し
た県ブランド登録商品です。近隣の農
家の方からいただいた梨はドライフ
ルーツに加工し、梨果汁を100パーセ
ント水分として混ぜ込むことで、果実の
甘味とふわふわ食感が味わえるパンに
仕上げました。
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ここがオススメ ひとことPR！
雪室でじっくり熟成した上越産にんじん
の優しい甘さに上越産白味噌を加え、
深みのあるおいしさを追求しました。「上
越産農産物をもっとPRしたい！」という生
徒たちの想いに協力してくださったJAえ
ちご上越の方 と々のコラボ商品です。
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ここがオススメ ひとことPR！
ミディタイプから大輪まで、豊富な花色
の胡蝶蘭です。園芸科学科の生徒た
ちの手で苗から1年半育て、寄せ鉢に
して販売します。花持ちも3カ月と長く、
3月から4月の贈答用として地元の方
に人気です。

ここがオススメ ひとことPR！
ミディタイプから大輪まで、豊富な花色
の胡蝶蘭です。園芸科学科の生徒た
ちの手で苗から1年半育て、寄せ鉢に
して販売します。花持ちも3カ月と長く、
3月から4月の贈答用として地元の方
に人気です。

ここがオススメ ひとことPR！
ミディタイプから大輪まで、豊富な花色
の胡蝶蘭です。園芸科学科の生徒た
ちの手で苗から1年半育て、寄せ鉢に
して販売します。花持ちも3カ月と長く、
3月から4月の贈答用として地元の方
に人気です。

ここがオススメ ひとことPR！
ミディタイプから大輪まで、豊富な花色
の胡蝶蘭です。園芸科学科の生徒た
ちの手で苗から1年半育て、寄せ鉢に
して販売します。花持ちも3カ月と長く、
3月から4月の贈答用として地元の方
に人気です。

ここがオススメ ひとことPR！
ミディタイプから大輪まで、豊富な花色
の胡蝶蘭です。園芸科学科の生徒た
ちの手で苗から1年半育て、寄せ鉢に
して販売します。花持ちも3カ月と長く、
3月から4月の贈答用として地元の方
に人気です。

ここがオススメ ひとことPR！
「夢坂」とは、本校産原料米「ゆめまつ
り」の“夢”と半農生が登校する「半農
坂」の“坂”を組み合わせたネーミングで
す。高校生が夢に向かって人生の坂を
駆け登る姿をイメージし、地域連携によ
り実現しました。
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ここがオススメ ひとことPR！
本校では丹波特産の大納言小豆を栽
培し、あんパンを製造していますが、小
豆の新たな活用法はないかと作ってみ
たのが、この「小豆みそ」です。独特の
色合いと小豆の風味が魅力のとても
おいしい味噌に仕上がりました。

ここがオススメ ひとことPR！
本校では丹波特産の大納言小豆を栽
培し、あんパンを製造していますが、小
豆の新たな活用法はないかと作ってみ
たのが、この「小豆みそ」です。独特の
色合いと小豆の風味が魅力のとても
おいしい味噌に仕上がりました。

ここがオススメ ひとことPR！
本校では丹波特産の大納言小豆を栽
培し、あんパンを製造していますが、小
豆の新たな活用法はないかと作ってみ
たのが、この「小豆みそ」です。独特の
色合いと小豆の風味が魅力のとても
おいしい味噌に仕上がりました。

ここがオススメ ひとことPR！
本校では丹波特産の大納言小豆を栽
培し、あんパンを製造していますが、小
豆の新たな活用法はないかと作ってみ
たのが、この「小豆みそ」です。独特の
色合いと小豆の風味が魅力のとても
おいしい味噌に仕上がりました。

ここがオススメ ひとことPR！
本校では丹波特産の大納言小豆を栽
培し、あんパンを製造していますが、小
豆の新たな活用法はないかと作ってみ
たのが、この「小豆みそ」です。独特の
色合いと小豆の風味が魅力のとても
おいしい味噌に仕上がりました。

ここここここここここがががががオオオオオススススススススススメメメメメ     ひひひひひとととととここここことととととPPPPPR！R！R！R！R！
収穫収穫収穫収穫収穫しししししたたたたた果樹果樹果樹果樹果実ををををを使使使使使っっっっってててててジジジジジャャャャャムムムムムやややややドドドドドララララライイイイイフフフフフ
ルルルルルーーーーーツツツツツなななななどどどどどににににに加工、加工、加工、加工、加工、販売販売販売販売販売すすすすするるるるるここここことととととででででで6次6次6次6次6次
産業化産業化産業化産業化産業化ををををを実現。実現。実現。実現。実現。マママママーーーーーマママママレレレレレーーーーードドドドドでででででははははは、、、、、内内内内内果果果果果
皮皮皮皮皮ととととと外外外外外果果果果果皮皮皮皮皮ををををを分分分分分けけけけけててててて細細細細細かくかくかくかくかく刻刻刻刻刻むむむむむことことことことことににににに
苦苦苦苦苦労労労労労しししししててててていいいいいままままますがすがすがすがすが、、、、、「「「「「こここここんんんんんなになになになになに果果果果果皮皮皮皮皮ののののの多多多多多
いいいいいマママママーマーマーマーマーマレレレレレーーーーードドドドドははははは初初初初初めてめてめてめてめて！！！！！」」」」」ととととと好好好好好評を評を評を評を評をいいいいいたたたたた
だだだだだいいいいいててててていいいいいますますますますます。。。。。

ここがオススメ ひとことPR！
長期飼育と十分な運動、エサに工夫を
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地元で燻製づくりを営む「生活工房 香
味煙」とのコラボで生まれた燻製は、そ
のまま食べてもよし、揚げ物にしてもよ
し、自慢の逸品です。
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り煮込み、柔らかくしただけでなく、特有
の臭いもなくしています。まろやかでコク
がありながらも、ピリッと辛さがさわやか
に口に残るカレーです。 
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本校で栽培した土佐文旦を使って加
工しています。文旦独特の味とシロップ
の甘さがマッチしたものとなっていま
す。そのまま食べていただくほか、フルー
ツケーキなどさまざまなお菓子の材料と
しても広く使えます。
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ん、しょうがなどの香味野菜を合わせて
煮込み、自家製の麦味噌を加えて練り
上げた、ご飯のおともです。「豚味噌」
は、南九州で長年愛されている郷土料
理。本校では３年Ａ組シリーズのブラン
ド創立以来、レシピを受け継いで製造
しています。
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雪室人参ドレッシング
－まろやか白味噌味－

新潟県立高田農業高等学校

オリジナル清酒「夢坂」

愛知県立半田農業高等学校

※「半農」とは半田農業高等学校の愛称です。

※「但農」とは但馬農業高等学校の愛称です。

胡蝶蘭（コチョウラン）

岐阜県立恵那農業高等学校

丹波大納言小豆みそ

京都府立須知高等学校

果実ジャム

和歌山県立紀北農芸高等学校

イノシシカレー

鳥取県立倉吉農業高等学校

文旦缶詰

高知県立高知農業高等学校

鶴翔高校３年Ａ組の豚味噌仕込

鹿児島県立鶴翔高等学校

但農どり むね肉燻製

兵庫県立但馬農業高等学校



日本全国で提供されている学校給食のメニューの中から、その土地で親し
まれている郷土料理や食材などを取り入れたものを紹介。その地域ならで
はの食の連載をお届けします。

ふるさと
給食自慢

ご当地の郷土料理の魅力

aff 04 April 2021

うずみの汁の具は、地場産のさといもやにんじん、瀬戸内海産のタ
イ、干ししいたけ。香りづけにゆずの果汁と皮を加え、仕上げに彩り
として三つ葉を入れたら完成です。副菜の「煮じゃあ」は備後地方の
方言で、畑から収穫した季節の食材を使った煮物のこと。給食献立
では、だいこんやにんじん、小松菜など、旬の野菜を使用していま
す。また、福山市は県内屈指のぶどうの産地ということもあり、デ
ザートとしてぶどうゼリーが付いています。

うずみの出汁に
は、瀬戸内海産
のいりこをたっぷ
り使用して濃い味
の出汁に。塩と醤
油で味を調えます

が、塩分量を控え、ゆずの果汁で酸味を加えたり、皮で香りづけをしてい
ます。広島県は温暖で降雨量が少なく、柑橘類の栽培に適した気候であ
り、果実の搾り汁や皮をすりおろしたものをドレッシングに加えるなど、
料理によく使われています。また、旬の時期には、給食のデザートとして
地元で収穫された柑橘類を出すこともあるそうです。
「煮じゃあ」は、季節ごとの野菜を使い、通年で親しまれている献立で
す。具を油で炒めてから醤油、みりん、出汁などを加えて煮込みます。冷
めてもおいしく食べられるように味をしっかり染み込ませています。

第22回

広島県福山市の
学校給食

うずみ

うずみは、ごはんの下に具を埋（うず）めて食べたことがは
じまりとされる、福山市地域に伝わる郷土料理です。出汁
で煮たエビやタイ、さといもなどの野菜を椀に盛り汁をか
け、その上にごはんを載せて食べます。一見すると、白いご
はんが盛られているだけのように見えますが、食べ進めてい
くと、ごはんの下からさまざまな具材が出てくるので、どん
なごちそうが隠れているのかを見つける宝探しのような楽
しさがあります。給食では具の入った汁とごはんを分けて
提供し、汁にごはんを載せてから食べています。

うずみの汁とごはん、副菜は季節の食材を煮た「煮じゃあ」、ぶどうゼリーのデザートを添えた献立です。

（広島県福山市立川口東小学校）

ごはんの下に具を隠す？
江戸時代から続く「うずみ」



うずみの発祥には諸
説あります。福山市
は福山城の城下町と
して栄えた都市で、
江戸時代の倹約政治
により贅沢が禁じら
れたことから、庶民
がごはんの下に具材
を埋め、見た目を簡

素なごはんのようにして食べたことが始まりという説があり
ます。主に秋の収穫を祝う料理として食べられ、具材は地域
ごとに違いがあり、さといもやにんじん、まつたけやしいた
け、エビやタイ、鶏肉などが使われています。だし汁は、瀬戸
内海に面した南部はいりこを使い、山々が連なる北部の山
岳地帯は干ししいたけを用います。

うずみは江戸時代から400年にわたり食べられてき
た郷土料理。小学校では秋の給食メニューとして提
供され、出汁のうま味、地場産の野菜や海産物など
地元の恵みがたっぷり詰まった料理です。献立のうず
みの汁は具だくさんで栄養バランスがとれ、児童たち
は具材の上にごはんを載せ、少しずつ崩して混ぜるこ
とで、ごはんに汁が染み込みおいしく食べられます。

福山市地域に伝わる郷土料理「うずみ」とは？

うずみの歴史 郷土料理から新しい創作料理も誕生!?
「うずみ」の実力

給食自慢

取材協力：球磨酪農農業協同組合

熊本県 球磨酪農3.6牛乳／球磨酪農農業協同組合

取材協力：永利牛乳（株）

全国給食牛乳
コレクション

1957年に設立され今年で64年
目を迎える球磨酪農農業協同組
合は、熊本県の南部、球磨郡相
良村にあり、70戸の酪農家によっ
て、2020年には県内の生乳生産
量の約12パーセントにあたる年
間約3万600トンを生産していま
す。酪農業の専門農協であると
同時に製造工場も所有。70戸す
べての酪農家の牛舎は、工場か

ら車で1時間以内に集乳できる場所に位置しており、人吉市球磨地域のみ
で搾乳された生乳を、新鮮な状態で牛乳へと加工しています。徹底した衛
生管理のもと、熊本県南部地区の小中学校に子ども達の健康に寄与する
ことを願い、地域に密着した「安心安全」な牛乳を供給しています。

福岡県 永利F-ミルク／永利牛乳（株）

全国のほとんどの学校給食で毎日提供されている牛乳にも、地域
によって違いがあります。子ども達に新鮮な牛乳を楽しんで飲んで
もらえるように、どんな工夫があるのでしょうか。各地域で提供さ
れているご当地牛乳を紹介します！

九州編

写真協力：福山市

うずみは、昭和40年代ま
では主に秋の収穫を祝う
料理として市内の各所で広
く食べられていましたが、
食の多様化に伴い、あまり
食べられなくなっていきまし
た。そこで市では、1990年

から郷土の食文化を伝えるため、市内の小学校の給食でうずみ
の提供をはじめました。また、2010年にはうずみをはじめとした
食文化を、福山食ブランドとして市内外にPRすることを目的に
「福山食ブランド創出市民会議」を設立。2019年時点で市内に
はうずみを提供する飲食店が28店舗まで増加。具材にごはんを
載せる昔ながらのうずみのほか、寿司や釡飯、ソフトクリームや
かき氷といった、新しい創作うずみも続 と々誕生しています。

写真協力：福山市

「牛乳はお母さん牛からの贈り
物です」と表示されている「永利
Ｆ-ミルク」は、福岡県太宰府市
に工場がある永利牛乳（株）の
学校給食専用の牛乳です。成分
無調整牛乳の製造にこだわると
ともに、工場見学や自社牧場の
搾乳ふれあい体験の受け入れを

通じて、食育活動に長年取り組んでいる牛乳メーカーです。牛乳の風味や
成分は、乳牛が食べるエサや飼育環境、季節などによって変化する自然の
恵みであることを子ども達に広く知ってもらおうという思いで取り組んでい
ます。「Ｆ」は、福岡県を示すとともに、Family（家族）、Farm（牧場）、
Fine（元気な）、Favorite（大好きな）、Friendship（友情）等々、さまざま
な単語を思い出していただきたいという思いから命名されています。



日本全国で提供されている学校給食のメニューの中から、その土地で親し
まれている郷土料理や食材などを取り入れたものを紹介。その地域ならで
はの食の連載をお届けします。

ふるさと
給食自慢

ご当地の郷土料理の魅力

aff 04 April 2021

イナムドゥチは県内産の豚三枚肉をはじめ、しいたけ、こんにゃく、
厚揚げ、そして、沖縄で食べられる魚のすり身にたっぷりと卵を入れ
た「カステラかまぼこ」などの具材を使います。具はすべて短冊切り
にし、豚骨から取った出汁とかつお節から取ったかつお出汁を組み
合わせた合わせ出汁で煮込みます。仕上げに甘口の白味噌を加え、
そこからさらに煮込んでとろみが出たら完成です。

ゴーヤーの揚げ煮
は、半月切りした
ゴーヤーに溶き卵
を絡め、片栗粉を
まぶして油でカ
ラッと揚げます。
揚げたてのゴー
ヤーに、醤油、み
りん、砂糖を煮た
てた濃いめのタレ
を絡ませて、仕上

げにごまを散らしたもの。シブイのそぼろ煮の「シブイ」とは冬瓜（とうが
ん）のことで、豚のひき肉と一緒に柔らかくなるまで煮込み、片栗粉でと
ろみをつけています。シブイは沖縄ではソーキ（豚の骨付きあばら肉）と
一緒に煮たり、炒め物やスープなどにも使われたりする食材です。デザー
トのドラゴンフルーツも沖縄ではよく食べられている果物。果肉には赤
いものと白いものがあり、ゼリーには色鮮やかな赤の果肉を使っていま
す。渡嘉敷村は離島であるため、米や野菜は沖縄本島から取り寄せてお
り、使用する食材は県内産のほか、福岡県産のものも使われています。

第23回

沖縄県渡嘉敷村の
学校給食

イナムドゥチ

沖縄県の渡嘉敷村は、沖縄本島の那覇市から西方の海上に位置し、
渡嘉敷島や前島など14の島々からなる村です。イナムドゥチは沖縄に
古くから伝わる琉球料理のひとつで、旧正月のほか、入学式や卒業
式、成人式などの祝いの席で食べられてきました。沖縄では、その年
の干支と同じ生まれ年の人は厄年とされ、祝いの心で厄を落とす生年
祝い「トゥシビー」を行います。トゥシビーは数え年に行い、61歳からは
長寿を祝うものとなり、渡嘉敷村では正月に合同生年祝賀会を開催し
ます。また、97歳のお祝いは「カジマヤー」と呼び、地域をあげて盛大
に祝います。これら行事の行われる日には、給食にイナムドゥチが登場
し、子ども達に「めでたい日に食べる料理」として伝統料理を伝えてい
ます。琉球王国時代から連綿と続く沖縄県の伝統的な琉球料理のひとつ「イナム

ドゥチ」の汁物に、麦ごはん、シブイのそぼろ煮、ゴーヤーのあげ煮、ドラゴンフ
ルーツのゼリーと、沖縄ならではの食材や料理が並んだ献立です。琉球漆器で
提供しています。

（渡嘉敷村学校給食共同調理場）

祝いの席に欠かせない
「イナムドゥチ」



イナムドゥチのイナは「猪」、
ムドゥチは「もどき」を意味し
ており、「猪もどき」という意
味で、イナムルチとも呼ばれま
す。古くは猪肉が使われていた
そうですが、今では豚三枚肉を
使うことが主流となっていま

す。豚三枚肉とは、皮つきの豚バラ肉のことで、沖縄の郷土料
理のひとつ「ラフテー」などにも使用される食材。沖縄県では、
祝いの席や葬儀などの際に、飼育している豚を出席者に振る
舞う風習があります。肉は日持ちをさせるために塩漬けにして
保存し、調理する時には塊ごと茹でて塩抜きしてから使用して
いました。現在では、県内のスーパーマーケットなどで生の三
枚肉の塊を購入することができ、塩抜きする必要がなく、その
まま切って煮たり焼いたりと手軽に食べられています。

食生活の欧米化や生活様式が多様化したことで、伝統料理
離れが進んでいる現状を危惧し、渡嘉敷村では学校給食を
通して子ども達が琉球料理に親しみ、食文化を学べる献立
を取り入れています。村の共同調理場には、県が伝統的な
食文化の担い手として認証した「琉球料理伝承人」が調理
にかかわり、琉球料理の調理法や味を次世代に伝える取り
組みをしています。入学式や卒業式、創立記念日のほか、長
寿を祝う村の行事の日などに給食でイナムドゥチを提供し、
行事と食とのつながりを子ども達に伝えています。

沖縄に伝わる伝統料理「イナムドゥチ」とは？

イナムドゥチの歴史 もてなす心を大切にする伝統料理
「イナムドゥチ」の実力

給食自慢

取材協力：南日本酪農協同（株）

宮﨑県・鹿児島県 デーリィ牛乳／南日本酪農協同（株）

取材協力：（有）古山乳業

全国給食牛乳
コレクション

1960年に設立された南日本酪
農協同（株）は、スコールやヨー
グルッペなどのブランドで知ら
れる宮崎県都城市の乳業メー
カーです。宮崎県と鹿児島県の
学校に提供している「デーリィ
牛乳」は、緑豊かな南九州で育
まれる乳牛から搾った生乳を使
用した、生乳本来のコクのある
おいしさにこだわった成分無調
整牛乳です。カルシウムをはじ
め、たんぱく質などの必要な栄

養素をバランスよく摂取することができます。パッケージには、同社のマスコッ
トキャラクターである「デーリィ坊や」と「モーモーちゃん」を採用しています。

大分県 大分っ子牛乳／（有）古山乳業

全国のほとんどの学校給食で毎日提供されている牛乳にも、地域
によって違いがあります。子ども達に新鮮な牛乳を楽しんで飲んで
もらえるように、どんな工夫があるのでしょうか。各地域で提供さ
れているご当地牛乳を紹介します！

九州編

写真協力：沖縄県文化振興課

肉やしいたけ、カステラ
かまぼこなどの具材を
短冊切りする時は、すべ
て同じ大きさにそろえ、
薄く切ったほうが口当た
りが良いとされていま

す。祝いの席などで振る舞う料理であるため、丁寧に仕込み、集まっ
た人をもてなす気持ちを大切にしているのだそうです。汁にとろみの
あるこってりとしたイナムドゥチは、寒い時期に合い、主に旧正月の
祝いの料理などで食べられています。沖縄には類似の料理に豚肉や
シブイを入れたすまし汁の「鹿ムドゥチ」もあり、さっぱりと食べられ
るためこちらは夏に好まれます。ほかにも、豚の内臓を使った「中身
汁」、ソーキをカツオ節や昆布、塩でじっくり煮込んだ「ソーキ汁」な
どの汁物が、祝いの席で食べられています。

1915年に、大分市佐賀関にお
いて創業した（有）古山乳業が
生産する給食用牛乳が「大
分っ子牛乳」です。100パーセ
ント大分県産の生乳を使用し
て、大分市の一部と臼杵市、津
久見市の小中学校に供給して
います。生乳を80度で保持して
しばらく撹拌するホールディン

グ工程を採用することによって、脂肪分の塊が分解されクリーミィな口当たり
の牛乳となり、栄養分の消化吸収がよくなるともいわれています。パッケージ
は2002年にサッカー、2019年にラグビー、それぞれのワールドカップ開催地
のひとつとなったことから、大分県のゆるキャラ応援団“鳥”「めじろん」がサッ
カーとラグビーをしている躍動感のあるデザインとしています。

写真協力：
沖縄県文化振興課

中身汁
写真協力：
沖縄県文化振興課

ソーキ汁



高知県内でもにら産地として知られるのが、県東部の内陸に広がる香美市。同
市で120アールのハウスと40アールの露地でにらを栽培、出荷しているのが、
JA高知県香美地区園芸部ニラ部会の田村さんです。
にらは、収穫した後も同じ株で何年も育てることができる多年草ですが、田村さ
んは品質の良いものを育てるため、植え替え（種から育てた新しいにらの苗を
定植する作業）を1年ごとに行っています。ハウスでの収穫までのサイクルは、

春から秋にかけての時期は約30日で、気温の低い冬場になると40日から50日かかります。冬場は春から秋の時期よりも収穫に時間がかかりま
すが、その分にらの葉は肉厚になります。にらは生命力が強い野菜ですが、近年は夏の異常高温で害虫が発生したり、病気にかかったりするた
め、その時期の栽培管理が難しくなっているそうです。
「にらは香味野菜ということもあって、炒め物のアクセントに使ったり、鍋に入れたり、餃子のタネに使ったりする人がほとんどだと思います。で
も、根っこに近い部分には甘味やうま味が凝縮されているので、生のまま食べてもおいしいですよ。また、さっと湯通しすると香りが際立つので、
和え物にするのもおすすめです」と田村さんは教えてくれました。

高知県は年間を通しての日照時間が長く、温暖な気候を活かした高知なすなどの栽培が盛んです。一方
で、みょうがやしょうがといった香味野菜のハウス栽培にも力を入れており、日本一の出荷量を誇る作物
がいくつかあります。にらもそのひとつで、2019年の出荷量は1万4,000トン、全国の出荷量の約26パー
セントを占めています（農林水産省　令和元年産野菜生産出荷統計）。
にらはネギ属に属する中国原産の多年草で、気候などの条件にもよりますが、真夏と真冬を除いて年に
数回、長い場合は4年から5年にもわたって収穫することができます。肉厚で柔らかく育ったにら。収穫後
には、丁寧に余分な葉が取り除かれ、束に仕上げて包装されます。

日本各地、旬の食材を提供する農家や漁師など、食の
スペシャリストたちが、専門家だからこそ知っている秘
伝のレシピを紹介。食材の味や、栄養を引き出し尽く
す！ 達人ならではのレシピをお見逃しなく！

食を究めた
スペシャリストが教えます

達人
レシピ。

にら栽培の達人

「新鮮なにらは
         生で食べてもおいしい」

第23回

にら

aff04 April 2021

JA高知県香美地区園芸部ニラ部会
副部会長 田村文男さん （高知県香美市）



高知県産にらのほとんどはパーシャルシール包装を使用しています。これは高知県
農業技術センターが開発した包装で、にらの呼吸を抑えることにより鮮度を保ちま
す。少量ずつ使うときなどは、この包装に戻し、あけ口を閉じて冷蔵庫に入れておく
とよいでしょう。

β-カロテンは
活性酸素を抑制し
皮膚の老化を防ぐ

食のスペシャリストが教える！

なくそう！
食品ロス

達人レシピ。

にらにはビタミンAに変換されて作用するβ-カ
ロテンが特に豊富で、ビタミンB2やビタミン
C、カルシウムも含まれます。β-カロテンは紫
外線を浴びることによって体内に発生する活
性酸素を抑制し、皮膚の老化を防ぎ健康な皮
膚を保ちます。（監修：管理栄養士・国際中
医薬膳師 清水 加奈子さん）

手軽に手早くできる、にらの香りと歯応えを楽しめるレ
シピです。

にらは4センチメートルの幅に
切り、葉と根元部分を分けて
おきます。豚バラ肉は大きけ
れば食べやすい大きさに切
り、もやしは洗って水気を切り
ます。

フライパンに油を入れて熱し、
豚バラ肉を炒め、塩、こしょうを
振ります。

2にもやし、にらの根元部分を
加えて炒め合わせます。

さらににらの葉を加えてさっと
炒め、塩とこしょうで味を調え
ます。仕上げにごま油を少々
回しかければ出来上がりで
す。好みでうま味調味料を
振ってもいいでしょう。

にら豚（にらとん）

食のスペシャリストが教える！

達人レシピ

用意するもの（2人分）

1 2 3 4

ここがポイント！

高知の定番料理はレバニラ炒めではなくにら豚。炒めすぎないよう、さっと火を通
すだけにして、香りやうま味、鮮やかな色合いを楽しんでください。

●にら…１束
●豚バラ肉（こま切れ）…80グラム

●もやし…2分の1袋
●塩、こしょう、油、ごま油…各少々



干満の差が最大で約6メートルにも達する有明海では、この干満差を利
用して、ノリに干出（干潮時に支柱に張った養殖網が海面上に現れ出る
こと。かんしゅつ）を与えることのできる支柱式養殖という方法でノリを
育てています。佐賀県有明海漁業協同組合の蒲原さんによると、支柱の
間に張った海苔網は干潮時には海面上に出て天日にさらされるため、う
ま味がぐっと凝縮されるほか、ノリの病気の予防にもなるそうです。

蒲原さんがおすすめするのは、「一番摘み」と呼ばれるノリです。「秋には一番摘みから四番摘み程度、冬になると七、八番摘み程度まで収穫が
行われますが、やはり初めて摘んだノリが最も柔らかく、口溶けもいいんです」と教えてくれました。また、「一番摘み」の中でも、たんぱく質の含
有量や口溶けの食感測定値、色つや、形などの厳しい評価基準を満たしたものの中からさらに味検査（実際に食味する）をクリアしたものが、佐
賀海苔全体の約1パーセントにも満たない最上級品「有明海一番」のブランドを名乗ることができます。
「きれいな海があってこその、ノリ養殖です」と語る蒲原さんは、仲間の漁協組合員や地元の人たちとともに、「豊かな海は、豊かな山や川から」
をモットーに、山への植樹や有明海の海辺の清掃活動にも積極的に取り組んでいます。

有明海に面する佐賀県は、日本を代表するノリの産地のひとつです。2019年の養殖量（生乾重量）は6万5,203トン、国内
生産量の25.9パーセントを占めています（農林水産省　海面漁業生産統計調査）。有明海は日本一の干満の差を誇る遠浅
の海で、県内の養殖場はすべて有明海の最奥部に位置し、ここで養殖されるノリは、干満の差によって十分な太陽光を吸収
することができ、また多くの流入河川から供給されるミネラルを含んだ海水の中で育ちます。恵み豊かな海で育った佐賀海
苔は、黒褐色の色とつやを持ち、香ばしさや口溶けのよさ、うま味が凝縮された味が特徴です。
ノリの収穫は11月からはじまり、「秋芽網期（秋海苔）」「冷凍網期（冬海苔）」の2回に分けて3月頃まで行われ、海苔芽が15センチから20
センチメートルほど成長したところで摘み取っていきます。収穫した生海苔（なまのり）は、四角い木枠を載せたすだれ状の「みす」に流し込
み、四角い形に漉（す）いて乾燥させると乾海苔（ほしのり）になり、出荷後、焼き海苔や味付け海苔に加工されて消費者の元へ届きます。

日本各地、旬の食材を提供する農家や漁師など、食の
スペシャリストたちが、専門家だからこそ知っている秘
伝のレシピを紹介。食材の味や、栄養を引き出し尽く
す！ 達人ならではのレシピをお見逃しなく！

食を究めた
スペシャリストが教えます

達人
レシピ。

ノリ養殖の達人

「柔らかさと口溶けが
　　　    際立つ一番摘み」

第24回

佐賀
海苔

aff04 April 2021

佐賀県有明海漁業協同組合
蒲原謙一さん （佐賀県佐賀市）



袋詰めされた焼き海苔などの賞味期限は、未開封で正しく保存した場合のもので
す。開封後も乾燥剤と一緒に冷暗所で保管すれば、しばらく湿気ることはありませ
んが、味や香り、風味は徐々に低下していきます。袋を開けたらなるべく早く食べき
るようにしてください。

海の野菜と
いわれるノリ

食のスペシャリストが教える！

なくそう！
食品ロス

達人レシピ。

ノリは海の野菜といわれるほど栄養豊富で、
特にビタミンB群、葉酸、ビタミンK、β-カロ
テン、ビタミンA、C、食物繊維が豊富です。ビ
タミンB12、葉酸は貧血予防に効果があり、
ビタミンKは骨形成に不可欠で丈夫な骨づく
りを促します。（監修：管理栄養士・国際中医
薬膳師 清水 加奈子さん）

つくねにノリの食感と香りが加わり、ワンランクアップし
た味が楽しめるレシピです。

長ねぎはみじん切りにし、ノリ
は1枚を6等分に切っておきま
す。

ボウルに鶏ひき肉と1の長ね
ぎ、塩を入れて混ぜ、さらにAを
加えて粘りが出るまでしっかり
混ぜます。

2を中の空気を抜くようにしな
がら手で円柱状にまとめ、形を
整えてノリを巻きます。

フライパンに油を入れて熱し、
3を入れ中心まで火が通るよ
うにしっかりと焼いて出来上が
りです。

つくねの海苔巻き

食のスペシャリストが教える！

達人レシピ

用意するもの（2人分）

1 2 3 4

ここがポイント！

佐賀海苔はどんなものを巻いてもおいしいので、いろいろ試してみてください。酸
味との相性がいいので、温かいごはんにマヨネーズだけのシンプルな海苔巻きも
おすすめです。

おろししょうが…小さじ2分の1
醤油…小さじ3分の1［A］

●焼き海苔（全形）…1枚
●鶏ひき肉…60グラム
●長ねぎ…15グラム

●塩…小さじ3分の1
●油…適量
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	aff4月号PDF_達人レシピ第24回_佐賀のり
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