
２０１９年 １月号
文責 執行委員 越路

岩見沢農業高校の「今」を伝える

私たち農業クラブ執行部員が通信員となって学科の今をつたえます。

ＳＳＨ研究成果発表会

1月25日に、ＳＳＨ研究成果発表会が行われました。午前の部は
各学科のＳＳＨ研究班が１年間の成果を発表しました。

私たち農業科学科からは、
３年班が「リン酸減肥の実用性を探る研究」をテーマに発表

２年班が「岩農版生物農薬活用による防除法の活用」をテーマに発
表、２グループの発表とも素晴らしい研究内容でした。

午後の部では、ポスターセッションを行いました。各学科のＳＳＨ研
究班が１年間の活動で得た成果や反省をポスターにまとめて発表し
ました。写真が発表の様子です。



２０１８年１２月
文責 農業クラブ執行部 後藤

岩見沢農業高校の「今」を伝える
私たち農業クラブ執行部員が通信員となって学科の今を伝えます。

１２月１７日から２１日までの５日間、見学旅行で沖縄に行ってき
ました。冬なのに暖かく北海道では見られない景色に触れながら
文化や歴史を学びました。

成果報告会
１２月１２日（水）、「まなみーる」を会場
に「Ｇ・ＧＡＰ認証」成果報告会を開催、

３年生の認証に向けた取り組みを報告
空知農業普及センター主査岡本幸恵様
よりＧＡＰ認証の状況や今後の取り組み
についてのご講演をいただきました。



２０１８年１１月
文責
農業クラブ 執行部 後藤

岩見沢農業高校の「今」を伝える
私たち農業クラブ執行部員が通信員となって学科の今を伝えます。

農業科学科年度末総会・学科実績発表大会（１１/１５）
学科総会では今年度の活動報告、そして実績発表大会一年間のプロジェク
ト学習の成果をまとめ発表する大会です。農業科学科は９つの発表から上位
の２つが校内大会で発表します。
【学科代表】ＳＳＨ班 「リン酸減肥の有用性を探る研究」

野菜班 「空知での高品質トマト栽培にむけて～トマト茎へのリン
グ設置が及ぼす生育・収量への影響～」

学科代表の上記２発表が、校内大会で入賞・上位大会進出することを期待し
ています！！

東京農業大学GAPシンポジウムで
発表（１１/１１）

東京農業大学世田谷キャンパスで行われたGAPシ
ンポジウムにおいて、私たちの今年度の取得までの
道のりについての事例発表をしました。全国から
GAP認証を取得した学校、そして今後取得を考えて
いる東京近郊の学校から集まり、発表と意見交換
が行われました。

参加者された方々より、本校の取り組みに対して
高い評価をいただき、今後のGAPの取り組みを進め
るうえで大きな励みとなりました。

東京食彩フェアにも出品（１１/１０～１１）

北海道の農業高校で生産した農産物・加工品を販
売する東京食彩フェアが開催され、日ごろ農業高校
生が丹精込めて生産した農産物を大丸東京で販売
しました。

農業科学科からはコメとミニトマトを出品。好評を
いただきました。



２０１８年1０月号
文責農業クラブ 執行 後藤

岩見沢農業高校の「今」を伝える

私たち農業クラブ執行部員が通信員となって学科の今を伝えます。

第６９回日本学校農業クラブ全国大会鹿児島大会

プロジェクト発表会
Ⅰ類 優秀賞 ＳＳＨ班 「リン酸減肥の実用性を探る研究」
意見発表会
Ⅰ類 優秀賞 ３年 深澤勇海
「深澤４代目の挑戦～冬期農業で新たな農場経営の形を！～」
技術競技会
農業鑑定競技（農業コース） 優秀賞 ３年 川畑裕太

鹿児島県で開催された全国大会にて、プロジェクト発表会、意見発
表会、技術競技会にて優秀賞を獲得しました。

１０月２０日・２１日山口県で行われた「さんフェアやまぐち」に
３年生２名が参加、本校のグローバルＧＡＰの取り組みや高糖
度トマト栽培についてポスター発表に参加しました。農業の社
会的な役割について学習してきました。



２０１８年９月号
文責
農業クラブ執行委員 後藤

岩見沢農業高校の「今」を伝える

私たち農業クラブ執行部員が通信員となって学科の今を伝えます。

GGAP認証に向けた取り組み

９月２６日・２７日に、１０品目の
作物の審査を実施、ＳＧＳジャパ
ン株式会社木村晃彦様に審査を
していただきました。書類審査と
現地審査を実施、良い点・悪い
点がいくつかあり、今後２８日以
内に改善を指示されました。

３年生が中心となって放課後や夏季休業
中に登校し、圃場と実習施設を清潔で安全
な空間になるよう学習しました。
収穫の手順書を作成、怪我などの緊急時

の対応方法を決めました。掲示物を作成して
て正しく実行されるよう工夫しています。

カボチャやサツマイモの収穫を
行いました。収穫後はキュアリン
グなど収穫後の処理をして販売
します。

キュアリングとは…
収穫後に貯蔵期間や食味を良くするためにそれぞれの条件で乾
燥・貯蔵することです。サツマイモの場合は温度３０～４０℃、湿度９
０～９５％のところに３，４日置く。その後放熱し適温で貯蔵します。



２０１８年８月号
文責 農業クラブ 執行 後藤

岩見沢農業高校の「今」を伝える

私たち農業クラブ執行部員が通信員となって学科の今を伝えます。

農業クラブ全国大会への挑戦

8月10日に中学生体験入学が行われました。
学科の説明の後、エンジンの解体と組み立て
実習やトマト・キュウリの収穫体験を実施しま
した。今年度は５８名、昨年を大幅に上回る中
学生が来てくれました。 ぜひ入学して一緒に
学びましょう。

全国大会に出場する生徒を紹介します。

意見発表 ３年 深澤勇海さん

『深澤家４代目の挑戦
～冬期農業で新たな農業経営を形を～』

技術競技 ３年 川畑裕太さん
３年 影山桃花さん

プロジェクト発表
３年 黒瀨大地、佐藤柊斗

石崎直也、折坂拳聖
２年 井上大輝、木村晃輝

『リン酸減肥の実用性を探る研究』



２０１８年７月号
農業クラブ執行部 後藤

岩見沢農業高校の「今」を伝える

私たち農業クラブ執行部員が通信員となって学科の今を伝えます。

ヤンマーアグリジャパン株式会社と協力し
７月２日と１８日にドローンによる水田撮影
を実施し、葉の色や密度を観察、肥料の効
き目の状況を確認する技術を学習しました。

７月６～７日に学校祭が開催
され学科展示では米やトマトなど
農産物を販売、模擬店ではポテ
トとザンギを販売しました。

７月２６日本校で２度目のＧＡＰセミ
ナーは株式会社ファームアライアン
スマネジメントの数納様にご講演い
ただきました。新たな改善点が見つ
かり今回はそれらをまとめました。

国際農業機械展

フィバスフェスタ

７月１２日（木）３年生バス研修で
は、十勝で開催されていた第３４
回国際農業機械展を視察、最新
の農業機械が出展される展示会
を見てきました。

新たな技術

夏休み中の活動

７月
２４日 ２年畑作班
２５日 ２年野菜班、１年生
２６日 ＧＧＡＰ学習会①

３年野菜班、２年ＳＳＨ班
２年水稲班

２７日 ３年ＳＳＨ班、３年畑作班
３０日 ３年水稲班、野菜班

一年生
３１日 ＧＧＡＰ学習会②

８月
１日 ３年野菜班、２年畑作班
３日 拓殖大学サマーセミナー
６日 ＧＧＡＰ学習会③

ＳＳＨ班
７日 全道技術競技大会

野菜班
８日 全道技術競技大会
９日 ＧＧＡＰセミナー
１０日 ３年野菜班、３年水稲班
１６日 ３年畑作班



２０１８年６月号
農業クラブ 執行 後藤

岩見沢農業高校の「今」を伝える

私たち農業クラブ執行部員が通信員となって学科の今を伝えます。

６月４日～８日にかけて地域農家にてインターンシップを実施しました。
直接農業を感じることができ、これからの実習に活かすことができます。

２年生インターンシップ

岩見沢支所 上野さん
森井さん

栗沢支所 庭瀬さん
堀田さん

三笠支所 加瀬さん
富田さん

大富支所 小西ファーム
森山農場

北村支所 小林さん
斎藤さん

幌向支所 岡さん
金田さん

受け入れていただき
ありがとうございました。

三大行事のひとつ技術競技会があり
学科では植物の科名や農業機械の器
具の名称について問う鑑定競技と農業
資材の長さや重量を答える判定競技で
日ごろの学習の成果を発揮しました。

校内技術競技大会
今年は、昨年取得の９品目と新規にカ
ボチャの取得を目指しています。株式会
社ファームアライアンスマネジメント代表
取締役松本武さんの講演から取り組みが
はじまりました。

農場で改善点や今後の課題について指
導を受けました。



２０１８年５月号
農業クラブ 執行 後藤

岩見沢農業高校の「今」を伝える
私たち農業クラブ役員が通信員となって学科の今を伝えます。

５月１２日にグリーンフェアが行われました。
夏かと思うほど暑い１日でしたが多くの方々に
来場していただきありがとうございました。

２０１８グリーンフェア

野菜ハウス・畑作圃場・水田の実習が本格的に始まりました。

農業クラブ意見発表大会の学科発表を行いました。各学年から２名選
出６名が出場しました。 意見発表は三つの分野に分かれていて発表しま
す。全員が分野Ⅰ類、生産・流通・経営についての内容で発表しました。

部会意見発表大会

農業科学科からは２名が代表となり、
３年 黒瀬大地さん
「世界基準の農業経営者を目指して」
３年 深澤勇海さん
「挑戦し続ける農業経営者を目指して」
が校内大会に出場しました。



２０１８年４月号
農業クラブ執行委員 後藤

岩 見沢 農 業 高 校の 「 今 」 を 伝 え る

男 女 合計

３年 ３３ ７ ４０

２年 ３０ ８ ３８

１年 ３４ ４ ３８

合計 ９７ １９ １１６

農業科学科在籍生徒数

岩見沢市立
光陵中学校4人 清園中学校1人
緑中学校1人 東光中学校1人
美流渡中学校1人 上幌向中学校1人
北村中学校1人

美唄市立
峰延中学校3人 美唄中学校1人

三笠市立 栗山町立
三笠中学校2人 栗山中学校1人

長沼町立 南幌町立
長沼中学校1人 南幌中学校1人

夕張市立 新十津川町立
夕張中学校1人 新十津川中学校1人

札幌市立
琴似中学校1人
陵陽中学校1人

今年も新１年生が岩見沢農業高校
の門をくぐりました。緊張があります
が日々の生活が新鮮だと思います。
これからどうなっていくのか楽しみで
すね。

現在、実習ではグリーンフェアの
商品を準備しています。

５月１２日(土) 農場
農業科学科ではトマトやキュウリなどの
苗を販売します。是非来てください。

江別市立
江別第一中学校1人
江別第三中学校1人
中央中学校1人

新篠津町立
新篠津中学校2人

当別町立
当別中学校1人 西当別中学校1人

恵庭町立
恵北中学校1人

厚真町立 苫前町立
厚真中学校2人 古舟別中学校1人
厚南中学校1人

真狩町立 清里町立
真狩中学校1人 清里中学校1人

釧路市立
桜が丘中学校1人

農業科学科は
農業の基礎基本を学習することで未来の農業の担い

手となるための技術と知識を養う学科です。

新入生出身校一覧

私たち農業クラブ役員が通信員となって学科の今を伝えます。


