
森林科学科
２０１９年１月号

農業クラブ役員 妻鳥

あ岩 見 沢 農 業 高 校 の 「 今 」 を 伝 え る
～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！！～

２月の予定

2019/1/25 平成30年度ＳＳＨ研究成果発表

1・2年生の冬季放課後実習

1日（金）2年生官公庁訪問
10日（日）SSHサイエンスフェスティバル（会場：北広島市芸術文化ホール）
12日（火）推薦入学試験日
21日（木）2F冬季演習林実習
22日（金）1F冬季演習林実習
26日（火）1・2年生学年末考査～3月4日
28日（木）卒業式予行、同窓会・農業クラブOB会入試気（3月1日卒業式）

1月25日（金）に、本校体育館と多目的ホールを会場として平成30年度ＳＳＨ研究発表会が、全校生徒及び、外部
からの来校者等を迎え開催されました。研究成果発表会は課題解決を図る探究活動を通して、専門的な知識と技
術の深化、総合化を図るとともに、問題解決能力や自発的、創造的な学習態度を育て、研究成果発表大会を通し
て科学的表現力を養い、課題研究の成果について指導助言を受けることを目的に年に一度行われています。

午前中は、体育館においてＳＳＨ４期生の３年生、そして５期生２年生の課題研究発表等が執り行われ、午後は多
目的ホールでポスターセッションが行われました。森林科学科では、５期生２年生による「トドマツ人工林における巻
き枯らし間伐の効果と影響についての調査」の発表、また４期生３年生による「巻き枯らし間伐における樹木水分量
の変化についての調査」の発表を行い、運営指導委員の先生方により、講評をいただきました。４期生３年生は、今
まで様々な場面で多くの発表を行ってきました。この最後の発表会を集大成として、堂々と、そして非常に素晴らし
い発表を後輩たちに示してくれました。

冬季（有雪期）放課後実習が終了しました。森林科学科では、冬季は野外での実習ができないため木材の利用と木材
加工器具・機械の取り扱いの学習を目的に「木工」の実習を行っています。1年生は主に手工具の基本的な取り扱いを学
習するため「木箱」を作成します。使用する道具は「さしがね・のこ・のみ・かんな・かなずち」等です。2年生は、昨年度手
工具の取り扱いについて学習し、その基礎基本を踏まえたうえで、動力機器を用いた工作椅子を作成します。使用する
動力機械は、「昇降式丸のこ盤、インパクトドライバ」等で、他に手工具も使用します。普段あまり使わない道具や機械に
苦戦しながらも、実習中は1年生も2年生も終始集中していました。丁寧に実習を進めながらも、最後には効率を考えて制
作にあたっている生徒もいました。いい作品に仕上げるため、手を抜くことなく一生懸命に実習に打ち込む姿は今後の学
校生活や授業、実習にも繋がっていくことでしょう。

【１年生の実習風景】 【２年生の実習風景】



森林科学科
２０１８年１２月号

農業クラブ役員 妻鳥

あ岩 見 沢 農 業 高 校 の 「 今 」 を 伝 え る
～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！！～

1月の予定

2018/12/6 空知管内林業セミナー

12月6日（木）、空知管内総合振興局林務課、空知地域林業担い手確保推進協議会が主
催する平成30年度の空知管内林業就業セミナーが岩見沢市民文化センターを会場に開催
されました。このセミナーは高齢者が続く林業労働者の年齢構成の若返りを図ることを
主に開催され、岩見沢農業高校森林科学科の生徒を対象にセミナーを開催し、本校から
は2年生が参加しました。
当日は、千歳林業（株）岩見沢出張所様、堀川林業（株）様、芦別木材協会・芦別市

森林組合様、北空知森林組合・株式会社森林産業様、南空知森林組合様、及川産業
（株）様の皆様が参加され、セミナーでは各事業体様の15分程度の個別説明会を実施し
ていただきました。短い時間ではありましたが、各自事業体様の概要や労働内容、就労
条件など具体的なお話をいただき、進路決定を間近に控えた2年生にとって大変有意義な
セミナーとなりました。

2018/12/17-22 平成30年度 2年生見学旅行 in沖縄

12月17日から4泊5日の日程で行われた2年生見学旅行。行先は沖縄でした。
1日目は沖縄県那覇市へ、空港からゆいレールに乗り国際通りのステーキハウスで

食事。長時間の移動で疲れていましたが、調理人のパフォーマンスを見ながら美味
しいステーキを食べることができました。2日目は平和学習の一環として平和記念公
園、ひめゆりの塔、チビチリガマなどを見学、平和学習に関する講話を聴き平和の
大切さ、命の大切さを改めて感じました。3日目、沖縄ならではバナナボートなどの
アクティビティーをしました。午後からは美ら海水族館へ行き巨大水槽の中で力強
く泳ぐジンベイザメを見ることができました。4日目の午前中は、大きな川でマング
ローブカヤックを体験しました。ホテルに到着後、自由時間をホテルの目の前にあ
る国際通りで食事や買い物をして満喫していました。最終日の5日目は首里城公園を
見学。その後那覇空港から岩見沢へ帰ってきました。

15日（火）南北海道学校農業クラブ連盟実績発表大会（とわの森）～16日
21日（月）全校集会
25日（金）SSH成果発表会
29日（火）3年生学年末考査～31日



２０１８年 1１月号
農業クラブ役員 妻鳥

１２月の予定

３日（月）
６日（木）
１７日（月）
２６日（水）
２７日（木）

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！！

2018/11/1 2年生林業就業支援講習修了式

2018/11/21森林科学科SSH講演会

11月28日、農業クラブ校内実績発表大会が実施されました。
この発表会には各学科から選ばれた代表の専攻班が2組ずつ
出場し、合計14発表の発表大会となりました。森林科学科
からは学科代表として「森林立地環境専攻班（発表題目：
トドマツ人工林における巻き枯らし間伐の実用化に向けての調
査研究～巻き枯らし間伐による森林再生を目指してPart5～）」
と「森林水土保全専攻班（発表題目：森林流出水の水質特
性と水源涵養機能における定量的評価－森林水文学の視点
から考察して－）」が出場しました。結果として、次大会
の南北海道実績発表会に出場することはできませんでした
が、スライドの作成をはじめ、発表原稿の見直し、活動記
録簿の整理など、発表大会への練習を含めて他後遅くまで
生徒たちは頑張っていました。

11月21日（水）、講師は、北海道大学院農学研究員 准
教授の澁谷正人先生をお招きし､森林科学科２年生及び3年
生のSSH生徒（11名）を対象として講演会が行われました。
講演題目は「北海道の森林と林業」ということで、北海道
の森林の現状をはじめ、日本全体の森林と北海道の森林の
比較、林業と人工林の造成・管理について、今抱えている
林業の課題、そして今後の林業など、様々な角度から北海
道の森林・林業に係るたくさんの有用な情報を得ることが
できました。このことは、SS農業科学やSS課題研究で実施
している「トドマツ人工林における巻き枯らし間伐の効果
についての調査研究」を進めるうえでの貴重な経験となり、
大変有意義な講演会になりました。

２年生を対象とした林業就業支援講習会の修了式が11月1
日に本校で行われました。これをもって今年度の講習プログ
ラムが完結し、チェーンソー・刈り払い機を使用するために
必要な免許を取得したことになります。今回の修了式では、
林業の実態現場で活躍する方々のお話もありました。
この講習会を始めるにあたり、北海道森林整備担い手支援

センターの皆様をはじめ、多くの方にご協力をいただきまし
た。これで一人前に動力機械を扱えるになったわけではあり

ませんが、3年生になったら、この講習会で学んだことを生
かして、より実践的な造林や造材実習を行っていきます。将
来的にはこの免許を必要とする森林。林業にかかわる担い手
になる生徒もいるでしょう。もっともっと技術を磨くために、
これからの実習も頑張っていきましょう。

2018/11/15 1年間のプロジェクト活動発表会

も放課後を利用して、実施してきた活動や成果、データなど
を発表原稿にまとめ、さらにプレゼンテーションソフトを利
用してスライドを作成したりと一生懸命に頑張って準備をし
てきました。当日、森林科学科全生徒が集まる中、少し緊張
気味ではありましたが、さすが3年生。しっかりと1，2年生の
お手本となるような発表を見せてくれました。
この発表会では上位2発表が11月28日に実施される校内大会

へ出場しますが、結果は森林立地環境班と森林水土保全班が
選ばれました。

11月15日、3年生が専攻班
に分かれ1年間かけて実施し
てきた調査・研究の成果発表
会が行われました。各専攻班
ではそれぞれ特色のあるテー
マを設定し、課題研究という
授業で活動を進めてきました。
この日を迎えるにあたり、そ
れぞれの専攻班では授業外で

20１8/11/28 農業クラブ実績発表大会

体育大会 ～4日
２年生林業就業セミナー

２年生見学旅行（沖縄県）～21日
全校集会、大掃除

冬季休業、～1月20日



２０１８年 10月号
農業クラブ監査委員 山下

11月の予定
１日（木） 2年生林業就業支援講習修了式
７日（水） SSH講演会（全校生徒）

１５日（木） 農業クラブ森林科学科部会実績発表大会
年度末総会

２０日（火） 後期中間考査 ～22日（木）
２１日（水） 森林科学科SSH講演会
２８日（水） 校内実績発表大会

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
農業鑑定競技森林コース出場

3年生
高校生活最後の演習林実習

2年生森林・林業施設見学 1年生森林・林業に係る講演会

2年生のチェーンソー・刈払機安全衛生教育プ

ログラムの一環として、実際の施設や現場を見学す
る森林・林業施設見学が10月25日（木）に行われま
した。内容は例年さまざまですが、今年度は苫小牧
市にあるバイオマス発電株式会社様の木質バイオマ
ス発電の施設見学とイワクラ様のホモゲン工場、ペ
レット製造施設を見学させていただきました。工場
の大きさや機械化の進んだ工場内の様子に興味津々
でした。

10月12日（金）、森林科学科1年生を対象として
講演会が行われました。講師は、有限会社真貝林
工専務取締役の眞貝真様と社員の西田健太様でし
た。講演会終了後の質疑応答ではたくさんの質問
が飛び交い、現在の森林・林業における実態や在
り方について理解するとともに生徒一人ひとりが
もつ林業へのイメージや意識の向上を図ることが
できました。

10月24日（水）、25日（木）の2日間にわたり開催
された第69回日本学校農業クラブ全国大会鹿児島大会
に、当科を代表して3年生1名が農業鑑定競技森林コー
スに参加しました。この大会は、農業高校生が日頃の
学習の成果や技術・知識を競う大会です。代表の生徒
は昨年も参加し入賞することができませんでしたが、
その悔しさを活かした結果、今年は優秀賞をとること
ができました。おめでとうございます。

1年生の頃より続けてきた
演習林実習ですが、10月17日
（水）をもって現3年生の演習
林実習は終了を迎えました。
1年生の頃は下刈り鎌を用いた
下刈り実習をはじめ、枝打ち

やコンパス測量を行ってきました。2年生では
チェーンソーを用いた伐倒、枝払い、玉切り実習
と、刈払い機を用いた地ごしらえ実習を主に実施。
3年生になると、自ら考え行動する専攻班別活動を
行ってきました。学級の絆を深めた宿泊実習もあ
りました。こうした仲間との多くの思い出が詰
まった演習林実習は、人としても大きく成長させ
たに違いありません。



２０１８年 ９月号
農業クラブ監査委員 山下

2018  ９/21          １年生林業技術現場体験学習

北海道林業機械化協会様の主催のもと、林業に対する興味理解を深めることを目的に9月21
日に林業技術現場体験学習が1年生を対象に行われました。午前は赤平市内の私有林で旭産様
のご協力により高性能林業機械作業現場の視察をしました。そこでは、チェーンソーによる
伐倒をはじめ、ハーベスタ等の高性能林業機械の実演、また高性能林業機械のオペレータ体
験を実施していただきました。午後からは赤平市にある空知単板工業様のご協力のもと、実
際の木材加工現場を視察させていただきました。どちらも初めて見るものばかりでとても勉
強になり大変有意義な1日となりました。

年に2回、中学生を対象に行われる体験入学。第1回は、8月10日に行われ、その回には当
科に沢山の中学生が参加しました。第2回の体験入学は9月29日に行われ多くの中学生が参加
してくれました。当科では、学科の説明に加え実際の木工体験および実習風景視察を行って
おり、木工体験ではペン立制作。少ない時間ですが、それぞれが丁寧かつスムーズに作って
いました。実習風景でも高校生がチェーンソーなどの機械を使って木を切る姿などを見て興
味を持っていただきました。

2018 9/29 中学生 1 日体験入学

10月の予定
3日（水） 1F演習林宿泊実習 4日～（木）
6日（土） 食彩フェア

10日（水） 2F演習林宿泊実習 ～11日（木）
17日（水） 3F演習林実習
18日（木） 2F演習林実習
24日（水） 農業クラブ全国大会鹿児島大会 ～25日（木）
27日（土） フォークリフト講習会 ～28日（日）

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！！



２０１８年 ８月号
農業クラブ 監査委員 山下

～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～

２年生 林業就業支援事業講習会
（チェーンソー・刈払機安全衛生教育講習会）

8月8日、農業クラブの三大行事の一つである「技術競技
大会」が帯広で実施されました。この大会には校内大会で
優秀な成績を収めたクラブ員が出場します。森林科学科か
らは8名の生徒が出場しました。今回は3年生のクラブ員の
生徒が全国大会への出場権を得る結果となりました。次は
学校の代表だけでなく、北海道の代表として10月24日・25
日に鹿児島県で行われる全国大会に向け、さらに学習に励
んでいます。

SSH生徒研究発表会

９月の
予定

４日（火） 前期期末考査 ～７日

９日（日） 北海道植樹祭

１３日（木） ２F林業就業支援事業

１４日（金） １F演習林実習

１６日（日） 岩見沢市消費生活展箸作り体験ブース運営

１９日（水） ３F演習林実習

２１日（金） １F森林林業現場見学

２７日（木） １F演習林実習 ～28日

２９日（土） 第2回中学生1日体験入学

本校森林科学科の2年生は、今年8月1日と23日に月形演習林で行われた林業就業支
援事業講習会でチェーンソーや刈払機の取り扱いについての学科・実技を講習しま
した。

チェーンソー班と刈払機班にそれぞれ分かれ、チェーンソー班は樹木の伐倒をは
じめ、枝払いや玉切り実習を、刈払機班はササ地での地ごしらえ実習を実施しまし
た。それぞれの実習では講師の方に生徒一人ひとりに対して丁寧な指導をいただき、
より安全かつ効率的な方法を学ぶことができました。チェーンソー班は、初めて行
う伐倒に緊張を隠せませんでした。しかし、正確に伐倒できたときの喜びは大き
かったです。刈払機班は、前回の講習会では平地で草を刈っていましたが、今回は
傾斜地で自分の背丈ほどもあるササを刈るのに苦戦していました。後半、徐々にコ
ツをつかみスムーズに傾斜地での地ごしらえを行うことができました。このような
講習を積み重ねることで知識・技術ともに上達することができました。

農業クラブ全道技術競技大会

8月8日・9日、神戸国際展示場（兵庫県）で行われ
たスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会
に森林科学科の3年生のSSH生徒3名が参加しました。

当科は、トドマツ人工林における巻き枯らし間伐
の効果についての研究内容を発表しました。参加校
は200校以上、また海外からも多数の参加校があり、
どの学校も分野ごとに魅力あるポスター発表をして
おり他分野の調査や研究はとても参考になりました。



２０１８年 ７月号
農業クラブ 監査委員 山下

～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～

２年生 林業就業支援事業講習会
（チェーンソー・刈払機安全衛生教育講習会）

7月11日～13日にかけて、2年生を対象
とした林業就業支援講習会が本校を会場
に行われました。この講習会はチェーン
ソー・刈払機を使用するために必要な修
了証を取得するためのプログラムが組まれ
ています。先月は、それに係る労働安全講
話が実施され、今回は学科講習と実技講
習が行われました。学科講習では機械の
取り扱いやエンジンの構造、機械のメンテ
ナンス等について学習し、実技講習では
チェーンソー・刈払機を使い、講師の先生
方から丁寧にご指導いただきながら丸太の
玉切りや伐倒方法、安全な刈払機の扱い
方等を学習しました。
この講習会は来月に演習林実習でも行
われ（２回を予定）、より実践的に樹木を伐
倒したり、ササ地の地ごしらえを行います。こ
のように、生徒は段階的に動力機械につ
いての知識や技術を身につけていきます。

１年生森林林業施設見学

7月21日に、1年生を対象とした施設見学（校外研修）が行われました。
今年も例年お世話になっている美瑛町の竹内山林緑化農園様と、旭川
市にある地方独立行政法人北海道立総合研究機構森林研究本部林
産試験場（以降、林産試験場）を視察してきました。
林産試験場では、試験場の概要説明の他、職員の方の説明のもと、
木材利用の創出に励んでいることや、多様な実験施設で木材加工品の
耐久試験や圧縮試験、きのこ栽培研究施設等を見学しました。
竹内山林緑化農園様では、苗木の生産現場（圃場）や苗木の冷蔵
施設、お手製の作業機械等を見学させていただきました。とにかく学校の
苗畑とは規模が全く違うことや、徹底した管理体制など、驚くことばかりでし
た。山に苗木を出すまでにたくさんの手間や時間がかかることも生徒にとっ
ては大変勉強になりました。とても良い経験となりました。

今年度の学校祭が7月6日、7日の2日間行われました。学級旗
やステンドグラス、パフォーマンス、歌合戦、クラスムービー、学
科展示販売等、準備期間をフルに活用し各学年が一致団結し
製作や練習に取り組みました！！
各部門の審査を上位には入ることが出来ませんでしたが、どの
学年もとても良い作品でとても惜しかったですがパフォーマンスな
ど３年生が良い見本となってくれました。また、3年生だけが行える
模擬店では例年「うどん屋」でしたが…今年からは新しいことに
チャレンジしてみようと「ホットドック・綿あめ」の販売しました。今年は
2日間でホットドックを完売しました！
今年の学校祭は3年生が下の学年を引っ張り、司会など一生
懸命頑張り、盛り上げてくれました。

学校祭

８月の
予定

１日（水） ２F夏季集中演習林実習

７,８日（火．水） 全道技術競技大会（帯広）

１０日（金） 中学生１日体験入学（１回目）

２３日（木） ２F演習林実習

２４日（金） １F演習林実習

２９日（水） ３F演習林実習



森林科学科 ２０１８年６月号
農業クラブ監査委員 山下

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～

3年生 山地防災校外研修

６月６日（水）、日本地すべり学会北海道支部様のご協力のもと、山地災害
の実態とメカニズム、その対策方法等を科学的に理解するために、現場で
の施工例を参考に学習しました。本校演習林周辺の樺戸山地における地質、
地形・気象条件と照らし合わせながら森林土壌の特性や森林土木の重要性
について学習することを目的に、校外研修として3年生が毎年行っています。
今年度も、当別町の道民の森にある「治山の森」で治山施設の見学と、実
際に地すべりが起こっている場所を見学。午後からは、地すべりにおける道
路沿いの擁壁工およびアンカー工の工法説明や第三紀層の地質地形調査
の基礎を学びました。
教科書だけではなく実際に見ることでさらに知識が深まり充実した校外研修
でした。

農業クラブ 校内技術競技大会

6月13日（水）、農業クラブの三大行事の一つである校内技術競技大会
（農業鑑定競技）が行われました。（平板測量競技は6月30日、農業情報
処理競技は6月19日の別日に実施されました。1～3年生までの森林科学
科の生徒は区分「森林」の鑑定競技を実施し、全部で40問（うち2問は計
算問題）の森林・林業に関わる問題に挑みました。日頃の成果を発揮す
るこの競技では、限られた時間の中で答えを導き出す難しさもありますが、
樹木や用具、器機等の名前や特徴を正確に
農業鑑定競解答する必要があります。技区分「森林」における校内大会
の結果は、3年生のクラブ員が40問中36問正解で最優秀となりました。校
内大会の成績優秀者は8月８日に行われる全道技術競技大会に出場す
ることとなります。

２年生 インターンシップ実習 （職場体験）

森林科学科2年生全員を対象としたインターンシップ実習（職場体験実習）が6月27日（火）～29日（木）の3日間行われました。インターンシップ実習は以前
からも行われていましたが、5年前からクラス全員が「森林・林業関連事業体および官公庁」への実習が実現したことで今年度も近隣の10事業体（2官公庁含
む）の企業の皆様のご協力のもと実施しました。
造林・造材・製材・建築・治山・行政等の様々な分野で、作業現場や事務処理を実際に体験しました。普段体験できない内容に戸惑いや緊張もありました
が、実習を終え、「自分に向いている職業だと思った」、「思った以上に楽しかった。またやってみたい」、「今まで以上に林業に興味を持つことができた！！」
など、さまざまな感想を持っていました。また、「アルバイトと違い、働くということが本当に大変なことだと実感した」、「コミュニケーションや礼儀の大切さが改
めて大切だということがわかった」という意見もあり、社会人になるにあたり何が必要で、高校生のうちに何を準備しておかなければならないのかを実感しま
した。2年生という早い時期から「その仕事の意義とやりがい」を理解することで、これからの進路決定や実現に向けとても良い体験となりました。

＊7月の予定＊

6日（金）学校祭一日目 18日（水）３F演習林実習
7日（土）学校祭二日目 19日（木）２F演習林実習
9日（月）振替休日 20日（金）１F林業就業支援事業
11日（水）2F林業就業支援事業 24日（火）夏季休業 （～8月16日）
14日（土）第一回農業技術検定 31日（火）1F夏季集中演習林実習
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森林科学科

農業クラブ森林科学科部会年度始総会・意見発表大会

各学年演習林実習スタート

６月の予定

5月10日～11日に３年生の宿泊演習林実習、17日に２年生、18日に１年生の演習林実習がス
タートしました。３年生は高校生活最後となる宿泊を伴った演習林実習が行われ、専攻班活
動や植樹を実施しました。２年生は腰ノコによる伐倒練習や丸太を使用しチェーンソーで玉
切りを行いました。１年生はじめての演習林実習で、演習林の全体像を把握するため、林内
踏査を行いました。今年度も、安全第一の実習を心がけ、一生懸命に取り組んでいきたいと
思います。

5月7日、今年度の農業クラブ森林科学科部会の行事
や予算を審議・決定する部会年度始総会が森林製図室
で行われました。総会審議事項の他、３年生の課題研
究専攻班の計画発表も行われました。
続けて行われた学科意見発表会。各学年3名の計9名

の代表者が森林・林業に関する意見や将来の進路に関
する意見等を発表しました。

1日（金） 前期中間考査
6日（水） ３Ｆ山地防災校外研修
7日（木） ２F林業就業支援事業（労安講話）
13日（水） 農業クラブ校内技術競技大会
15日（金） １F演習林実習
27日（水） ２Fインターンシップ ～29日、1年宿泊研修 ～29日

２０１８年５月号
農業クラブ監査委員 山下
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第129回日本森林学会大
会高校生ポスター発表

平成３０年度入学式

４月１０日、平成３０年度入
学式が行われました。
今年度の本校入学生は２
５９名で、うち森林科学科１
年生は男子３６名、女子２名
の合計３８名のクラスとなり
ました。森林科学科１年の
担任の先生は数学の泉円
人（いずみかずと）先生で、
副担任は森林科学科教員
の持田和寿（もちだかずと
し）先生です。
ここで出会った新しいクラ
スメートと高校生活がスター
トします。そして、これから
始まる１日１日を大切にして
ほしいと思います。

３月２８日、高知大学朝倉
キャンパスにて第１２９回日
本森林学会大会が開催さ
れ、高校生ポスター発表に
森林科学科ＳＳＨメンバー
が参加しました。
当科は、トドマツ人工林
における巻き枯らし間伐の
効果についての調査研究
の成果を発表しました。専
門家の方々から多くのアド
バイスをいただき、たくさん
の改善点が見つかりました。
このような貴重な経験を
活かしてより良い研究を
行ってほしいと思います。

７日（月） 農業クラブ森林科学科部会年度始総会・意見発表会

１０日（木） ３Ｆ演習林宿泊実習 ～１１日（金）
１２日（土） 岩農グリーンフェア
１５日（火） 農業クラブ校内意見発表会
１７日（木） ２Ｆ演習林実習
１８日（金） １Ｆ演習林実習
２５日（金） 開校記念日
３０日（水） 前期中間考査 ～６月１日（金）

５月の予定

２０１８年 ４月号
農業クラブ監査員 山下


