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那須拓陽高校 － 枝肉勉強会で最優秀賞！
平成３１年４月２３日、東京都中央卸売食肉市場において平成３１

年度栃木県肉牛後継者・高等学校・大学校枝肉研究会」が行われ、小
山北桜高校を除く６校（１３頭）が参加しました。肉質や枝肉重量を
競い合った結果、那須拓陽高校が最優秀賞に輝きました。

那須拓陽高校 － 第19回全国菜の花サミットで事例発表
平成３１年４月２７日～２８日、「第１９回全国菜の花サミットin那須野が原２０１９」が、

那須野が原ハーモニーホールをメイン会場として開催され、全国から多くの方々が参加される
中、那須拓陽高校が「拓陽ＳＯＹプロジェクトについて」事例発表を行いました。
同プロジェクトは、平成３０年度に始動、無農薬・無施肥栽培で大豆を育てるとともに、「

大豆１００粒運動」や「ジュニア豆腐マイスターの取得」等の活動を進めています。
※第２０回全国菜の花サミットは、小山市で開催されます。

栃木農業高校 － 春の植樹デーｉｎ足尾に参加

平成３１年４月２７日、ＮＰＯ法人「足尾に緑を育てる会」が主催す
る「春の植樹デー」が開催され、栃木農業高校から８１名の生徒が参加
しました。足尾に訪れたことのない生徒が多く大きな経験となりました。

真岡北陵高校 － リザーブジュニアチャンピオンを獲得！
平成３１年４月２５日～２７日、静岡県御殿場市馬術スポーツセンターにおいて「２０１９

セントラルジャパンホルスタインショウ」（各都府県予選を勝ち抜いた約１８０頭の牛が集ま
る大きな品評会）が開催され、栃木県代表として真岡北陵高校のホクリョウ ロング スピンズ
ドアマン号が出場しました。
結果、日々の管理や調教の成果が実を結び、第２部で３位（２４頭中）、学校対抗未経産の

部ではリザーブジュニアチャンピオンを獲得しました。
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各校の水田で、全校１年生「田植え体験学習」

５月～６月、田植えを体験することで、自然に親しみながら作物を愛する心豊かな人間の育
成を図るとともに、クラス内での親睦を深め学校生活の充実深化を図ること等を目的に、全校
１年生による「田植え体験学習」が各校の水田で行われました。
素足で水田に入り、泥の感触を確かめながら大はしゃぎで苗を植え付けていました。

平成３１年５月１２日及び、令和元年９月２２日
に矢板市内で開催された、県内最大級の軽トラ市に
矢板高校全学科の生徒が参加しました。
農業経営科では、日々大切に育てた花苗や野菜苗、

手作りこんにゃくの販売をはじめ、ヤギとのふれあ
い体験やドローン実演等を行いました。

矢板高校 － やいた軽トラ市に参加
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高大連携授業「宇都宮大学アグリカレッジ」に３３名が参加

小山北桜高校 － 特別授業「熱帯植物 青パパイヤの栽培」

令和元年５月２０日、小山北桜高校において、園芸科果樹専攻の３年生８名が、特別授業「
熱帯植物青パパイヤの栽培」を行いました。地元で青パパイヤを栽培されている石川福樹氏［
農地所有適格法人（株）大地のかほり代表取締役］を講師に招き、青パパイヤの育て方や活用
法を学んだ後、同校の農場内に５本の苗を植え付けました。
授業は、生徒と第一線の農業者を結び付けることで、生徒に職業としての農業を身近に感じ

てもらい就農意欲を高めること等を目的に、同校と関東農政局栃木県拠点が実施したもので、
宇都宮市で青パパイヤを栽培する生産者等約３０名が参加しました。
定植した苗は、生徒が適切な肥培管理を行い、１１月に行われた学校祭（北桜祭）では、目

玉商品として展示・販売されました。

５月１８日、宇都宮大学農学部と県内の農業関係高校との高大連携事業として「宇都宮大学

アグリカレッジ」が開講しました。１８回目となる今年は３３名の高校生が参加し、農業を科
学するをメインテーマに、７月２７日までの間に９つの公開講座が行われました。

5/20 6/26 7/18 60cm 8/22 180cm 9/12 200cm超

結実

10/2
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「第３回全国農業高校・農業大学校ホームペ
ージコンテスト」で、栃木農業高校が優秀賞を
受賞しました。
同校の受賞は、第１回大会から３年連続で、

第２回大会では、農林水産大臣賞に次ぐ農林水
産省経営局長賞を受賞しています。

栃木農業高校 － ホームページコンテストで優秀賞！

小山北桜高校 － 家畜審査競技会（乳牛の部）で最優秀賞！

令和元年６月５日、栃木県農業クラブ連盟「家畜審査競技会（乳牛の部）」が栃木県畜産酪
農研究センターで開催され、各校代表の生徒３９名が参加しました。
競技の結果、最優秀賞は小山北桜高校の中田翔さん、優秀賞は那須拓陽高校の岡田史也さん

が受賞しました。

宇都宮白楊高校、栃木農業高校 － 栃木県フェアに出店
令和元年６月１５日～１６日、イオンモール小山店において、栃木県民の日に合わせたイベ

ント「第５回栃木県フェア」が開催され、宇都宮白楊高校と栃木農業高校が野菜や加工品等の
販売を行い大盛況でした。
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第７０回栃木県学校農業クラブ連盟「各種発表大会」

令和元年６月１９日、第７０回栃木県農業クラブ連盟「各種発表大会」が栃木県教育会館で
開催され、各校の代表者が３分野に分かれてプロジェクト発表（グループで研究した内容や実
践した活動・成果をまとめた発表）と意見発表が行われました。
最優秀賞受賞者は、８月２３日に神奈川県で開催された関東地区大会に出場しました。目標

としていた全国大会（南東北大会）出場は叶いませんでしたが、それぞれが日頃の学習や活動
の成果、自分の思いを堂々と発表しました。（とてもカッコ良かったです。）

栃木県学校農業クラブ連盟「校内農業鑑定競技会」
令和元年７月、各校において「農業鑑定競技会」が開催されました。
競技会は、農業コース、園芸コース、畜産コース、食品コースに分かれて日頃の学習で得た

農業に関する知識や技術の成果を競うものです。出題数は４０問で、農業生物、種子、肥料等
の問題を２０秒または４０秒というわずかな時間で鑑定・判定します。
各コースの成績優秀者１名は、各校の代表として１０月２３日に福島県立福島明成高等学校

で開催された第７０回日本学校農業クラブ全国大会南東北大会に出場しました。結果、宇都宮
白楊高校、鹿沼南高校、栃木農業高校、真岡北陵高校の生徒７名が優秀賞を受賞しました。

栃木農業高校 － パプリカ苗贈呈式

令和元年７月３日、２０２０年東京オリンピックでハ
ンガリーのホストタウンに登録された栃木市より、栃木
農業高校にパプリカの苗が贈られました。
パプリカは、ハンガリーの代表食材であり同国選手団

に提供されます。生徒たちが心を込めて育てた「栃農パ
プリカ」が友好の架け橋となることを期待しています。
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ニュージーランド派遣研修 － 県内農業関係高校生１３名参加
令和元年７月７日～１８日までの１２日間、ニュージーランド派遣研修が行われました。
この派遣研修は、国際理解の深化と農業学習の意欲を高めるために行われるもので、県内の

農業関係高校に在籍する希望者を対象に実施されています。
現地では、ファームステイ、各種研修及び酪農家見学等が実施されました。

那須拓陽高校 － 特別授業「養蜂体験講習会」

令和元年７月１０日、那須拓陽高校大山農場において、農業経営科と生物工学科の果樹専攻
３年生１４名が、特別授業「養蜂体験講習会」を実施しました。
生徒は、ミツバチの基礎知識や養蜂家の仕事、花粉交配、ミツバチを取り巻く環境等を学ん

だ後、実際にミツバチの巣箱から巣板を取り出し、手回し式の分離機に巣板をかけてハチミツ
を分離する等の体験を行いました。
授業は、生徒と第一線の養蜂家を結び付けることで、生徒に職業としての養蜂を身近に感じ

てもらい就農意欲を高めること等を目的に、同校と関東農政局栃木県拠点が栃木県養蜂組合（
大橋幸夫組合長）の協力を得て行ったもので、養蜂家や農業団体等約４０名が参加しました。

鹿沼南高校 － ４Ｈクラブと交流会
令和元年７月４日、鹿沼南高校

において、生徒の就農意識向上を
目的に、上都賀地方青少年クラブ
協議会（４Ｈクラブ）との交流会（農家からの経営事例
が開催され、経営事例発表や４つ
のグループ（イチゴ・耕種・果樹
・雇用就農）に分かれての意見交
換会が行われました。
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農業の現場では、高齢化が急速に進み労働力不足が深刻かつ喫緊の課題となっている中、各
農業関係高校においてもロボット技術や情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した新たな農業（スマ
ート農業）の学習が行われています。写真は、ドローンの実演・デモンストレーション、通信
機と水位センサーを使った水田圃場の水位モニタリング試験、施肥量をコントロールする機能
やＧＰＳを活用した直進アシスト機能等を搭載した可変施肥田植え機の実演会の様子です。

栃木農業高校、矢板高校 － スマート農業学習

令和元年７月２６日、栃木農業高校岩舟農場において、学年を越えて一緒に学習をする「夏
季実習」が行われました。同校では、３年生が取り組んでいる課題研究を２年生や１年生に説
明し、一緒に調査をしたりする交流学習（夏季実習）が行われています。

栃木農業高校 － 岩舟農場で「夏季実習」

栃木農業高校 － フォークリフト運転技能講習

令和元年７月２２日～２６日、栃木
農業高校が「フォークリフト運転技能
講習会」（学科講習と実技講習）を実
施しました。
他校も同様ですが、自らのスキルア

ップを図るため、夏休み期間中を活用
した資格取得や講習が行われています。
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最優秀賞

令和元年８月１日～２日、日本新聞協会が主催する
第２４回ＮＩＥ全国大会宇都宮大会が宇都宮市文化会
館などで開催され、宇都宮白楊高校の阿久津晃一教諭
が実践発表を行いました。
同校は、２０１６年からＮＩＥ（新聞を教材として

活用する取り組み）を推進しており、教科書には載っ
ていない農業の最新情報の収集や、農産物トレンド調
査結果に基づく人気野菜の栽培方法・栄養成分・調理
法等の学習を行うことで、生徒の意識改革を図るとと
もに、農業を学ぶことへの動機付けに役立てています。

宇都宮白楊高校 － ＮＩＥ全国大会で実践発表

矢板高校 - フラワーアレンジメント競技会で最優秀賞！
令和元年８月２日、ＪＡしおのや矢板地区営農経済センターにおいて「栃木県学校農業クラ

ブ連盟フラワーアレンジメント競技会」が開催され、各校の代表者１３名が参加しました。
競技は、９０分の中でリンドウやスプレーマムなどの花材を指定の花器に生け、配色や花の

向き、全体のバランス等１０項目で競われました。結果、最優秀賞には矢板高校の山内舞鈴さ
ん（テーマ：夏の大三角形）が選ばれました。優秀賞は小山北桜高校の池あずみさんら４名が
受賞しました。山内さんと池さんの２名は、１０月２６日に新潟県で開催された「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ジメントコンテスト』」（さ
んフェア新潟２０１９）に出場しました。

那須拓陽高校 － 平板測量競技会で全国大会出場！
令和元年８月７日、宇都宮白楊高校において「栃木県学校農業クラブ連盟平板測量競技会」

が開催され、各校の代表者が３名１組で参加しました。結果、那須拓陽高校が第１位となり、
１０月２３日に山形県総合運動公園で開催された第７０回日本学校農業クラブ全国大会南東北
大会「平板測量競技会」に出場、優秀賞を受賞しました。
競技は、決められた器機器具等を使用して測量を行い、面積を求め、図面を仕上げるもので、

３つの作業を５７分間（境界線測量３０分、距離測定１５分、面積測定・図面仕上げ１２分）
で行い、作業時間や面積格差等で採点されます。
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農業関係高校生プロジェクト発表及び養蜂体験講習会
令和元年８月９日、栃木県農業大学校において、関東農政局栃木県拠点が「農業関係高校生

プロジェクト発表及び養蜂体験講習会」を実施しました。（協力：栃木県学校農業クラブ連盟、
栃木県高等学校教育研究会農業部会、栃木県養蜂組合、栃木県農業大学校）
県内の農業関係高校生の優れた活動を広く知ってもらうとともに、生徒と農業者とが一堂に

会する場を設け、生徒に職業としての農業を身近に感じてもらう中で就農意欲を喚起すること
を目的に実施されたもので、高校生や農業者等１２０名が参加しました。
高校生の農業に対する熱い思いが会場内に蔓延したのか、参加者からも多くの質問や意見が

出され素晴らしい交流の場ともなりました。また、養蜂という普段触れる機会の少ない分野を
体験できたことは、生徒個々がこれから様々な学習をする上での財産になるものと思います。
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宇都宮白楊高校 － 酒米の収量調査＆コンバイン運転操作実習
令和元年９月３日、宇都宮白楊高校高根沢農場において、農業経営科作物専攻の３年生１０

が、５月の田植え以降大切に育ててきた酒造好適米「五百万石」の収量調査（調査株の刈り取
り）と、同米の稲刈りに向けたコンバインの運転操作実習を行いました。

那須拓陽高校 － 拓陽キスミル、発酵バター製造実習
令和元年９月４・５日、那須拓陽高校食品化学科で乳加工を専攻している２、３年生１０名

が、森林ノ牧場（那須町）の協力を得て、拓陽キスミルと発酵バターの製造実習を行いました。

宇都宮白楊高校 － 高校生が描く明日の農業コンテストで
セディア財団賞金賞！

令和元年８月１７日、宇都宮白楊高校農業経営科３年の
宇部慎二さんが応募したアイデアレポート「農業経営の継
承について」が、第３回高校生が描く明日の農業コンテス
ト（主催：公益財団法人セデ
ィア財団）において、セディ
ア財団賞金賞を受賞しました。
副賞として、オランダ施設

園芸農場見学研修旅行（４泊
６日）が贈られ、ハーグ市の
最先端野菜施設や世界最大級
の花の取引所を訪問しました。
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那須拓陽高校 － デントコーン収穫 ＆ サイロ詰め

令和元年９月１１日、那須拓陽高校乃木農場において、デントコーンの収穫とサイロ詰め作
業が行われました。収穫したデントコーンは、地下サイロにあけられ、生徒たちが踏みならし
ていきます。コーンサイレージは、乳酸発酵で作られ、発酵を促すために良く踏んで空気を追
い出す程、良いものができるそうです。

小山北桜高校 － 櫻プロジェクト
令和元年９月１２日、道の駅思川（小山市）において、小山北桜高校全５学科の生徒が連携

し、自ら生産・開発した商品を販売する実習「櫻プロジェクト」が行われました。
当日は、生徒が育てた梨やブドウ、栗のほか、おやま和牛入りかんぴょうカレーパンや梨ア

イスの販売、現在開発中の「ゆうがおの実入りアイス」の試食会、ｙｏｓａｋｏｉソーラン部
の生徒による演舞も行われました。

真岡北陵高校 － ナシ・ブドウの朝市

令和元年９月１９日、宇都宮市江曽島町の農業、坂本喜市さん
の畑（１０アール）で、幻の陸稲とされる「エソシマモチ」の稲
刈りが行われ、地元農家や宇都宮白楊高校農業経営科の生徒の外、
横川西小学校の５年生約９０人がはじめて参加しました。
収穫された米は、地産地消として横川西小学校の給食に提供さ

れるほか、宇都宮白楊高校バザーでの販売、米菓への加工が計画
されています。

宇都宮白楊高校 － 幻の陸稲「エソシマモチ」稲刈り

令和元年９月１４日、真岡北陵高校に
おいて「ナシ・ブドウの朝市」を行い、
早朝より沢山のお客様にご来校いただき
ました。９時のスタート時には既に長蛇
の列ができ、開始約１時３０分で完売と
なってしまう大盛況でした。（ご購入い
ただけなかったお客様、ごめんなさい。）
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真岡北陵高校 －「とちぎハイスクールフェスティバル」で優勝
令和元年９月２１日、宇都宮市オリオンスクエアにおいて、高校生による食の祭典「とちぎ

ハイスクールフェスティバル２０１９」が開催され、真岡北陵高校（食品科学研究部）の出品
した「柿のパウンドケーキ」がオリジナルメニューコンテスト（オリジナル商品を企画・販売
し、味・見た目・企画力などを競うイベントで、購入者の投票で優勝者を決めます。）で、優
勝しました。
柿のパウンドケーキは、規格外の熟柿を有効活用し、協力者である河井上柿生産組合（茂木

町）が開発した「渋みが出ない柿ペースト」を生地に練り込んだもので、渋抜きして小さく切
った柿を混ぜることで風味を出しており、今後、商品化を目指しています。

宇都宮白楊高校 － アクティブ・ラーニング授業公開
令和元年９月２６日、宇都宮白楊高校農業経営科の３年生４０名が、農業経営カードゲーム

「農トレ」を活用したアクティブ・ラーニングの授業を行いました。
ゲームは、６人１チームで会社を設立、土地カードで各会社が所有する農地（通常農地・中

山間農地・耕作放棄地・大規模農地等）を決定、資金５０００万円を元手に、害虫発生、長雨、
獣害発生等の様々なイベントをクリアしながら作物を栽培・販売し、どれだけお金を稼げるか
を競い合うもので、最終的に手元にたくさんのお金が残ったチームが勝ちとなります。

矢板高校 － 農業経営科１・２年生稲刈り実習

令和元年９月２６日、矢板
高校の水田で、毎年恒例の農
業経営科１年生による稲刈り
実習を行いました。今年は、
２年生が１年生を指導する共
同実習として実施しました。
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令和元年９月２９日、真岡市物井の桜町陣屋跡・報徳田(尊徳さんの田んぼ)で、「尊徳さん
の田んぼで米づくり体験」が行われ、真岡北陵高校の生徒が着物に着替えて稲刈りやおだがけ
（刈り取った稲を束ねて天日干しをすること。）の補助を行いました。

真岡北陵高校 － 「尊徳さんの田んぼ」の稲刈りに参加

鹿沼南高校 － 第１回全国和牛ハイスクールサミットに参加

令和元年１０月２～４日、宮崎県小林市で「第１回全国和牛ハイスクールサミットｉｎこば
やし」が開催され、鹿沼南高校（畜産同好会）の生徒２名が参加しました。
大会は、若者に和牛生産の夢や畜産経営の特徴・魅力を発見してもらうことを目的に行われ、

全国３０校から約４００名の農業高校生が参加しました。
シンポジウムでの肉牛農家の話や宮崎県畜産共進会の視察、宮崎大学の先生による肉質診断

の講義など大変勉強になりました。さすが和牛先進地・宮崎県だなと痛感しました。また、高
校生同士のグループディスカッションや仲間作りの交流会も行われ、全国の「牛好き高校生」
とつながることができた貴重な３日間となりました。
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宇都宮白楊高校 － 宇都宮大学「農業白書」説明会に参加
令和元年１０月１７日、宇都宮大学峰キャンパスにおいて「平成３０年度食料・農業・農村

白書説明会」が開催され、宇都宮白楊高校の農業経営科３年生１３名が参加しました。
農林水産省からの説明後に

行われた質疑応答では、同校
の宇部慎二さんが「農地の第
三者継承に係る国の取り組み
について」質問し、同省から
は農地中間管理機構の活用等
について回答がありました。

鹿沼南高校 － 板荷小学校へ出前授業
令和元年１０月１日及び１１月２０日、鹿沼南高校食料生産科の生徒が板荷小学校への出前

授業を行いました。１０月１日は、「鹿沼和牛ができるまで」（畜産専攻生）、１１月２０日
は、「こんにゃくの作り方」と「ドローンの試験飛行」を行い、大変好評でした。

那須拓陽高校 － 「とちぎ地産地消夢大賞」を受賞
令和元年１０月１９日、那須拓陽高校が、とちぎ地産

地消県民運動実行委員会（会長：栃木県知事）主催の「
とちぎ地産地消夢大賞」を受賞しました。
今回の受賞は、同校食品化学科の３年生が、乳製品「

拓陽キスミル」を、那須塩原市内の小・中学校の給食に
提供し、乳製品の消費拡大に尽力したこと及び、那須塩
原市が生乳産出額本州第１位である事を広く周知した活
動が評価されたものです。
取り組みのタイトルは、「”拓陽キスミル”学校給食

に ～10,000人の後輩へ、届け私たちの想い～ 」です。

真岡北陵高校 － 大山西小学校と交流
令和元年１０月２１日、真岡北陵高校生物生産科の３

年生（作物専攻生）が、大内西小学校の児童とサツマイ
モ収穫を行いました。
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宇都宮白楊高校 － そば作り講習会を実施

令和元年１０月２３日、宇都宮白楊高校食品科学科の２年生が、栃木県めん類業生活衛生同
業組合の方々に御指導をいただき「そば作り講習会」を行いました。併せて、そばの歴史や製
粉工程、健康効果などのお話もいただきました。自分で打った蕎麦は最高に美味しいです！

真岡北陵高校 － 柿のパウンドケーキ 試食会 in 道の駅もてぎ

令和元年１０月２７日、真岡北陵高校食品科学科の生徒が、道の駅もてぎにおいて「柿のパ
ウンドケーキ（２００個）」の試食会を行いました。
食品科学科では、２０１８年（平成３０年）から河井上柿生産組合（茂木町）と協力して、

柿ペーストを使用した商品開発を目指しています。柿のパウンドケーキは、９月に開催された
「とちぎハイスクールフェスティバル２０１９『オリジナルメニューコンテスト』」で、優勝
しているものです。

真岡北陵高校 － 動物とのふれあい体験授業を実施
令和元年１０月３０日、真岡北陵高校生物生産科３年生選択授業（生物活用）において、国

際ペット総合専門学校による動物とのふれあい体験授業を行いました。
動物飼育の知識、犬の扱い、しつけなどの説明の後、実際に犬たちとの触れ合い体験を行い

ました。
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真岡北陵高校 － 第10回栃木県高校生溶接コンクールで上位入賞

令和元年１１月３日、栃木県県央産業技術専門校において「第１０回栃木県高校生溶接コン
クール」が行われ、真岡北陵高校農業機械科１年の谷口聖連さんが第３位、同２年の中里峻輔
さんが優良賞に入賞しました。
溶接コンクールとは、２枚の鉄板をアーク溶接機を用いて溶接し、美観や超音波による内部

審査などの出来栄えで競うコンクールで、今年は、工業高校を含む県内６高校から１５名が参
加しました。

宇都宮白楊高校 － 秋冬野菜の収穫・調理実習
宇都宮白楊高校食品化学科１年生が、１１月１日・５日「農業と環境」の授業で、秋冬野菜

として栽培した「白菜」と「大根」を収穫し、１２月６日には、それらの野菜を使った調理実
習を行いました。生徒は、授業実習を通して、食品製造に使用する原材料の生産過程や作物栽
培の大変さ、ありがたさ、食材を無駄にしないための工夫など様々なことを自ら経験し、感じ、
考え、日々成長しています。

那須拓陽高校 － 農産物即売会を実施
令和元年１１月９日、那須拓陽高校大山農場において、今年収穫、製造した農産物等の即売

会を実施し、生徒が丹精込めて作った農産物等を、沢山の方々に購入していただきました。
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令和元年１１月１６日、真岡北陵高校の食品科学科と総合ビジネス科の生徒達が、「ＪＲ大
宮エキナカ『とちぎのいいもの』まるごと産直市」に出店し、味噌・苺メロンパン（いちごい
ちえ）・苺杏仁豆腐・真岡もめんを使用したバッグ等を販売しました。また、真岡市で開催さ
れる「全国いちごサミットｉｎもおか２０２０」のＰＲ活動も行いました。

真岡北陵高校 － ＪＲ大宮エキナカ
「とちぎのいいもの」まるごと産直市に参加

矢板高校 － 南那須特別支援学校・岡本特別支援学校と合同で
リンゴ狩り体験学習

令和元年１１月２０日、矢板高校農業経営科
の生徒達が、南那須特別支援学校及び岡本特別
支援学校と合同で「リンゴ狩り体験学習」を行
いました。満面の笑みとリンゴのおいしさで、
寒さも吹き飛びました。

矢板高校 － 草花苗即売会・農場即売会の実施

令和元年１０月２４日、矢板高校農場において「草花苗即売会」が、１１月２３日には「農
場即売会」が行われました。両日ともにスタート前から長蛇の列ができ、開始約１時間で完売
となる商品もあるほど大盛況でした。（ご購入いただけなったお客様、ごめんなさい。）
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各農業関係高校で「学校祭」

令和元年１１月２０・２５日、矢板高校農業経営科３年生野菜選択生８名と２年生４名が、
「未来への架け橋プロジェクト～矢板高校と塩谷南那須地区青少年クラブ協議会（４Ｈクラブ
）の交流事業～」に参加しました。
２０日は塩谷町の玉生養蜂園と複合経営農家（ニラ＋水稲）、２５日は那須烏山市のサトイ

モ農家の見学と作業体験を行いました。また、両日とも「農業を職業として選び、暮らしてゆ
く魅力」と題した、高校生と４Ｈクラブ員との意見交換会も行われました。
「未来への架け橋プロジェクト」は、栃木県塩谷南那須農業振興事務所と塩谷南那須地区青

少年クラブ協議会が、農業を学ぶ高校生を対象に、地域農業への理解促進や就農意欲の向上を
図ることを目的に、平成３０年度より実施されている事業です。

矢板高校 － ４Ｈクラブと交流会

令和元年１１月、県内各農業関係高校で学校祭が開催され、多くの来場者で賑わいました。
なお、那須拓陽高校と矢板高校は、隔年開催であり、令和元年度は開催されませんでした。
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真岡北陵高校 － 「栃木県シクラメン＆冬の鉢花展覧会」で金賞
令和元年１１月１９日～１２月２２日、とちぎ花センター（栃木市）で開催された「栃木県

シクラメン＆冬の鉢花展覧会」において、真岡北陵高校生物生産科の草花専攻生（２・３年生）
が出品したシクラメンが、金賞（アポロ）と銀賞（リップオレンジ）を受賞しました。

矢板高校 － 「日本一おいしい米コンテスト」で全国第２位
令和元年１１月３０日、山形県庄内町で開催された「第１３回あなたが選ぶ日本一おいしい

米コンテストｉｎ庄内町決勝大会」高校生部門において、矢板高校農業経営科３年生（作物専
攻生）が出品した「ミルキークイーン」が、全国第２位となる「優秀金賞」を受賞しました。
同校では、いつも美味しいと思って食べていた矢高米ですが、まさか日本で２番目とは驚き

です。今回の受賞を励みに、安全・安心でより美味しいお米づくりに励んで行きたいと話され
ていました。

真岡北陵高校 － 最優秀賞

令和元年１２月７日、栃木県内の高校生や大学生など、次世代を担う若者から企業プランを
公募する「第７回とちぎアントレプレナー・コンテスト」（企画制作：下野新聞社）が開催さ
れ、エントリー総数７８１組の中から真岡北陵高校の生徒が最優秀賞に輝きました。
同校食品科学科３年生２名と総合ビジネス科３年生２名は、（株）輝夜（かぐや）として出

場し、地域貢献をテーマに、放置された竹林を竹粉にしペットフード等に有効活用する企業ア
イデアを提案しました。最優秀賞受賞者には、新会社開業資金と育成プランが贈呈され、今後、
新会社の設立を目指して勉強して行くこととなります。
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那須拓陽高校 － 「オダイズサイ2019 たねはともだち」開催
令和元年１２月８日、那須拓陽高校大山農場において、「オダイズサイ２０１９ たねはと

もだち」が、「拓陽ＳＯＹプロジェクト」メンバーを中心に初めて開催されました。
イベントは、オーガニックマーケット「オオヤマルシェ」、映画「いただきます みそをつ

くるこどもたち」の上映会、拓陽産「自然栽培青大豆」で仕込んだ味噌汁の試飲会、中学３年
生で伝統野菜の種を販売する会社を設立した小林宙さん（現在高校２年生）の「伝統野菜とた
ねから考える僕らの未来」と題した講演会、食物文化科の２年生がパネラーとして参加したト
ークセッション「たねと食をつなぐために」等、大変盛りだくさんな内容でした。

那須拓陽高校 － 乃木農場で「和牛の除角と去勢」実習
令和元年１２月１１日、那須拓陽高校乃木農場において「除角と去勢」の実習が行われまし

た。「除角」は、牛同士がぶつかり合った時や、世話をする生徒たちの怪我の防止のためです。
除角の作業は、牛を固定し、除角器で角を切り、止血と角の再生を抑えるために、熱く熱した
コテで切った部分を焼き、消毒液を塗ります。「去勢」は、牛肉の価値を高めるために行いま
す。牛肉の評価は様々あると思いますが、肉の柔らかさ、脂の味、見た目の美しさ等によって
評価されると言われています。高い評価を追求していくと、その最高点は「雌牛」になるのだ
そうです。そこで、雄牛は、美味しい牛肉になるために小さい時に去勢をする事になるのです。
去勢をする事で、サシ（脂）が入りやすくなり、価値の高い牛肉になるのだそうです。

鹿沼南高校 － まちの駅「新鹿沼宿」で販売実習

令和元年１２月１２日、
まちの駅「新鹿沼宿」に
おいて、鹿沼南高校環境
緑地科２年生草花コース
の生徒たちが栽培した、
シクラメンやポインセチ
アなどの販売実習を行い
ました。
また、１２月１６日に

は他学科の生徒が、同様
の活動を行いました。
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矢板高校 － 「緑とつつじの八方高原ふるさと便」発送協力
令和元年１２月１３日、矢板高校農業経営科３年生（野菜専攻生）８名が、矢板市ふるさと

便推進協議会が年４回行っている、ふるさと便（１２月便）の発送協力を行いました。
１２月便は、矢板高校コラボ便もあり、生徒たちが丹精込めて作ったリンゴやトマト、コメ

も箱詰めしました。矢板高校コラボ便は、広島県や兵庫県など遠方からの注文もあり、生徒た
ちは全国に自分たちが作った作物が届けられる事にとても感動していました。

栃木農業高校 － 全国ユース環境活動発表関東大会 最優秀賞
令和元年１２月１５日、日本橋カンファレンスセンターにおいて、「第５回全国ユース環境

活動発表大会関東地方大会」（主催：環境省、独立行政法人環境再生保全機構、国連大学サス
テイナビリティ高等研究所）が開催され、栃木農業高校の「新しい時代の道普請（みちぶしん
）」と題した発表が最優秀賞を、真岡北陵高校が優秀賞を受賞しました。この大会は、学校の
部活動や委員会等が、持続可能な開発目標（ＳＤＧ s）の達成に資する環境活動の取り組み（
地球温暖化対策、低炭素、生物多様性の保全、自然共生、資源循環等）を発表するものです。
なお、栃木農業高校は、２月８・９日の全国大会においても優秀賞を受賞しました。

真岡北陵高校 － 第７回高校生ビジネスプラン・グランプリで
セミファイナリスに選出

令和元年１２月２０日、日本政策日本政策金融公庫が
主催（農林水産省等後援）する「創造力、無限大∞第７
回高校生ビジネスプラン・グランプリ」において、真岡
北陵高校のプラン「竹粉の有効利用と地域への貢献」が、
応募総数３，８０８件（４０９校）の中から、セミファ
イナリストに選出されました。

鹿沼南高校 － 「道路愛護作業コンクール」で優秀賞
鹿沼南高校環境緑地科（草花コース）が、栃木県道路河川愛護連

合会主催の「道路愛護作業コンクール・フラワー部門」において、
優秀賞を受賞しました。
同校の取り組み「北押原中学校前の花壇植栽活動」が高く評価さ

れたもので、共に活動している北押原地区青少年育成市民会議、北
押原中学校も同様に表彰されました。
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令和元年１２月２１・２２日に武蔵野大学中学校・
高等学校において「サイエンスキャッスル２０１９関
東大会」が開催され、鹿沼南高校環境緑地科（造園専
攻）が発表した「サツキツツジ盆栽輸出プロジェクト
～完全な黄色い花をめざして～」が、優秀賞（リバネ
ス賞）を受賞しました。
サイエンスキャッスルとは、日本国内４か所（九州

・東北・関西・関東）と、シンガポール、マレーシア
の計６か所で実施するアジア最大級の「中高生のため
の学会」で、研究を通して社会で活躍する未来のリー
ダーへの一歩を踏み出すきっかけを提供する場として、
多くの民間企業、大学、研究者の学会が応援して、２
０１２年から、株式会社リバネスが運営しています。
今年は、約４００件の応募があり、書類選考を経て、

１２チームが発表を行いました。

鹿沼南高校 － サイエンスキャッスル2019関東大会で優秀賞

鹿沼南高校 － 門松製作 ＆ スギの伐倒
令和元年１２月２７日、鹿沼南高校環境緑地科（造園専攻生）生徒が、恒例の「門松」を製

作し、近隣の病院やお寺に新年をお届けしました。
また、令和２年１月１０日・１７日には、同科（林業専攻生）生徒が、同校農場のスギの木

を柱材にするため、１人１本づつチェーンソーを使って切り倒し、枝を払って丸太にしました。

栃木農業高校 － 「ユースＳＤＧｓフォーラム」でﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
令和２年１月１１日、読売新聞東京

本社において、高校生や大学生が持続
可能な発展のあり方について考える「
ユースＳＤＧｓフォーラム～ヘルシー
郷土料理で健康まちおこし！～」が開
催され、栃木農業高校の２年生９名を
含む、首都圏の８高校２大学の生徒・
学生４５人が参加し、それぞれの活動紹介などを通じて理解を深めました。
栃木農業高校では、北海道の石碑に刻まれている「地球は子孫から借りているもの」という

言葉を忘れずに、自分たちが未来に対してできる事を少しずつ実現していくことです。
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令和２年１月１６日、鹿沼南高校において、同校農場で生産した農産物を販売するマルシェ
「鹿南高わくわくマルシェ」が開催されました。今回は、今年度６回開催する内の５回目で、
店頭には、イチゴ、ネギ、もち米、ダイコン、ニンジン、ハクサイ、ホウレンソウ、シクラメ
ン、パンジー、葉ボタン、木炭が並び、たくさんのお客様が来店されました。

鹿沼南高校 － 「鹿南高わくわくマルシェ」開催

真岡北陵高校、矢板高校 ー 第３回和牛甲子園で表彰

令和２年１月１６日・１７日、東京都中央卸売市場食肉市場等において、第３回和牛甲子園
（主催：ＪＡ全農）が開催され、宇都宮白楊高校、鹿沼南高校、栃木農業高校、真岡北陵高校、
那須拓陽高校、矢板高校を含む１７県３０校から“高校牛児”が参加しました。
結果、枝肉評価部門で、真岡北陵高校が優良賞を、矢板高校が審査員特別賞を受賞しました。

真岡北陵高校 ー 起業家精神育成事業成果発表会で発表

令和２年１月２１日、栃木県庁において、２０１９年度「起業家精
神育成事業成果発表会」が開催され、各高校からの成果発表のほか、
成果物等展示ブースでの説明やパネルディスカッションが行われ、そ
れぞれが理解を深めました。
真岡北陵高校の農業機械科からは、「高齢者の心楽しむ『真岡木綿』

製品の開発～耕作放棄地に綿の種を～」について発表が行われました。
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令和２年１月２５日、真岡北陵高校食品科学科の１・２年生１０名が、有楽町駅前広場で開
催された「もおか”いちご”フェスタｉｎ有楽町」に参加し、北陵オリジナルの苺メロンパン
（いちごいちえ）と苺杏仁豆腐の販売を行いました。また、ステージ発表においては、真岡市
で開催される「全国いちごサミットｉｎもおか２０２０」のＰＲ活動等を行いました。

真岡北陵高校 － 「もおか”いちご”フェスタｉｎ有楽町」に参加

宇都宮白楊高校 － 食品安全ゼミナール講習会

令和２年１月２４日、宇都宮白楊
高校において、「食品安全ゼミナー
ル講習会」が開催され、食品科学科
の２年生が参加しました。
宇都宮市保健所薬剤師の中野渡さ

んから、食中毒や食品添加物、食品
の安全を守る仕組み、食品表示の見
方、食物アレルギー等について、ク
イズ形式で分かり易く御解説いただき、身近な事柄だと改めて実感しました。

栃木農業高校 － ＳＤＧｓ を学ぶ
栃木農業高校環境デザイン科の１年生が、総合実習の授業を活用して「ＳＤＧｓ（持続可能

な開発目標）」について勉強しました。ＳＤＧｓの内容と国内外でどの様な活動が行われてい
るかを知り、今後の環境学習に対する関心と知識を深めてもらう事が目的です。
また、授業では、実際に生徒自身の目線で考えられる様に国連広報センターが配布している

「ＳＤＧｓを学べるスゴロク『ゴー・ゴールズ』」も活用しました。
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馬頭高校 － 「関東・東海地区課題研究発表会」最優秀賞

馬高初

令和元年１１月１２日・１３日、静岡県
焼津市において「関東・東海地区課題研究
発表会」が開催され、馬頭高校水産科３年
生の嶋﨑さんと瀧澤さんの２人が参加しま
した。
２人は、「川から町をＰＲ」と題し、自

然豊かな那珂川町を水産科の生徒ならでは
の視点で、地域活性化を目指し、リバーマ
ップの作成やグリーンツーリズムの企画・
運営に取り組んで来た２年間の活動につい
て発表しました。
結果、見事！最優秀賞を受賞し、１２月

に山口県で開催された全国大会への切符を
手にしました。
なお、全国大会出場は、馬頭高校水産科

初の快挙とのことです。

馬頭高校 － 真冬の12月に新タマネギの収穫！

令和元年１２月１３日、馬頭高校の農場において、普通科２年生（「農業と環境」選択生）
９名が「タマネギのセット栽培による新タマネギの収穫作業」を行いました。栃木県内では大
変珍しい取り組みとあって、農業団体や行政、報道関係者など約２０名が参加しました。
同校では、平成３１年度の改編により、普通科選択科目に「農業と環境」が新たに設定され、

将来、農業に従事する上での基礎的な学習も出来るようになりました。
当日は、非常勤講師の平石厚夫先生の指導のもと作業が進められました。
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宇都宮大学 － 特別講義「放牧」

令和元年１０月２１日・２８日、宇都宮大学「アグリバイオビジネス論」で、関東農政局栃
木県拠点と農研機構による特別講義「放牧」を行いました。
講義は、担い手育成対策の一環として、労働力の軽減や耕作放棄地の解消策等として注目さ

れている「放牧」をテーマに、牛の放牧飼養管理におけるメリット・デメリット、費用対効果、
農研機構が研究開発を進める「新たな周年親子放牧による高収益な繁殖経営（耕作放棄地や公
共牧場等を対象として、畜舎を必要としない放牧飼養管理のメリットを最大限に活用する飼養
管理）の魅力を、学生の理解を深めることを目的に実施しました。
２１日は、峰キャンパスにおいて、座学、ＪＲＡ未来の畜産女子育成プロジェクト「ニュー

ジーランド酪農研修」に参加した、宇都宮白楊高校の生徒による報告、参加者全員によるディ
スカッションを、また、２８日は、市貝町の伏見牧場（伏見滋彦代表）でフィールドワークを
行い、農学部及び家畜繁殖生理学研究室の学生、ＵＵカレッジ受講者、農業団体等が参加しま
した。


