
造園学習を通して、自身の可能性や能力を伸ばしていこう！
4月は利根別川の「桜植樹活動」に参加予定です！平成３０年度もどうぞ宜しくお願いします！

（環境造園科）

３月1日（木）。岩見沢農業高等学校卒業式が挙行され、２５１名の生徒が巣立っていきました。
環境造園科を卒業した３５名（就職20名、進学15名）は、本学科で学び・経験してきたことを忘れず
に次の道で更なる成長・活躍をしてくれるものと願っています。
さて残された1、2年生と私達教員の動きとしては、1～2月に【ものづくりマイスター講習】で、

『四つ目垣・建仁寺垣・【行の】延べ段（自然石と人工石を融合させた）製作実習』で施工技術を高め
ました。そしてこの３月の『プラタナス剪定実習』で、頂芽（ちょうが）・外芽・内芽、枝の伸び方
（互生・対生）等について注目して、実際に剪定ばさみやのこぎりを使って樹木管理の技術を習いはじ
めました。今号は、これまであまり触れてこなかった『剪定（せんてい）』について簡単に説明したい
と思います。

④北海道で殆ど生育出来ない常緑広葉樹は、十分に気温が上昇するのがベスト。暑すぎ
るのも寒すぎるのも、樹を枯らしてしまう原因になるから絶対駄目です。

樹木の特徴を知って、剪定しよう！

③マツやスギなどの常緑針葉樹は寒さに強いので、冬でも剪定できますが、形のよい小枝
をつくることを目的に4月～5月の新芽の動き出す前、春に行うのが庭師のやり方です。

②一方で、ツツジ・レンギョウ・トサミズキ等のように、春の開花後すぐが（新芽が動く直前）
剪定時期という樹種は要注意！（このｸﾞﾙｰﾌﾟを覚えてしまおう！）

①多くの落葉樹は、落葉して休眠に入った時期に剪定しよう。裸木で枝の形が分かりやす
いし、蕾（ﾂﾎﾞﾐ＝丸い）も分かりやすい！

上に伸びる太い徒長枝をまず始めに切り落とします。雪のおかげでハシゴを使わず剪定できます。



（環境造園科）

2年生は、「建仁寺垣の作成」「延段作り」
を習いました。

２月の各種検定に向けての学習

2年生は、
「プレゼンテーション作成検定」3級取
得をクラス全員で目指して学習していま
す。

１年生は、
「日本語ワープロ検定」取得を目指して
学習しています。１級を２名、準1級を
3名、2級を1名、準2級を9名、3級を
24名受験します。

※環境造園科では「農業情報処理」の授業の
一環で各種検定の取得をすすめています。

1年次：文書デザイン検定
日本語ワープロ検定

2年次：情報処理技能検定（表計算）
プレゼンテーション作成検定

ものづくりマイスター

外部の先生方に来校いただき、ご指導を受けました。

2年生は、「建仁寺垣の作成」「延段作り」を習いました。

1年生は、3級技能士受験に向け
四つ目垣の作成について指導を受
けました。

は

授業の風景

1年生「造園計画」
公開授業の様子より
透視図の書き方について



えんかのふところ・・・・職員のひとりごと １月号

観智院 「五大の庭」

遣唐使船

龍神

水
鳥

神亀

鯱

３年生課題研究班作製

＝雲海と方位を表したモニュメント＝

３年生卒業記念庭園５庭

東寺の教学研究中心の塔頭
客殿南に広がる「五大の庭」と
呼ばれる枯山水の庭園である。
弘法大師空海が中国の唐で
密教のすべてを受法し、海神
に守られ無事帰国した様子を
表現。右の築山は唐の長安、
左の築山は日本を、中央に遣
唐使船とこれを守護する龍
神・神亀・鯱を表現した構成と
なっている。

＝三和敬静寂＝

＝和む
庭＝

＝奥行きに小上が
りのある緑庭＝

＝緑と和＝

＝これから＝



えんかのふところ12月号

１年生対象で１０月に
行われたトレース検定の
結果発表がありました。
なんと全員合格でした。
検定を通して技術を身に
つけて、進路実現に結び
つけてほしいです。

校内実績発表大会が12月5日（火）に行われました。造園科からは２つの専
攻班が第Ⅱ類（開発・保全・創造）の分野で出場しました。

１２／７（木）に北海道造園緑化建
設業協会の出前講座が行われまし
た。造園関係の仕事の紹介や昨年
度卒業生の須賀川 空さんが造園
の仕事をやる上での話をしてくれま
した。最後には、クイズを行い賑や
かなひとときを過ごせて楽しめました。
この講演会で刺激を受け、造園業に
就いてみたいと感じた生徒が一人で
も出てくれることを願います。

緑化植物活用班
見方を変えれば味方になる！
～ヒバの活用法を探るⅦ～

園芸デザイン班
食べられるグリーンカーテンを目指して
～岩農産「イモアサガオ」の開発～

トレース技能検定

昨年度卒業生の須賀川 空さんの講演会
（横山造園 はなさんぽ勤務）

北海道造園緑化建設業講演会

今年も時節柄、清水寺の舞台では今年を象徴する漢字“北”が発表され、
金閣寺では雪景色の模様が放送されたり、伝統的な庭や寺のある光景では、
日本人として心地よい年の瀬を感じさせられる時期となりました。
今月も環境造園科の生徒の活動をご覧下さい。

年
の
瀬



（環境造園科）

3年生の庭園施工・全学年での雪囲い実習・そして専攻班によるプロジェクト
活動も終わり、外での実習がほぼ終了する時期がやってきました。今後はこれ
までの活動（記録）を整理してとめる授業や次年度に向けた計画・設計に力を

注ぐ時間が増えてきます。今月の造園科の様子・今後の動きを紹介します。

雪囲い・雪吊りが終わり、落ち葉を集め・・・・ 冬の到来を待つばかり ?

環境造園科 部会総会・実績発表大会を行いました

農業高校では「プロジェクト学習」というスタイルで生徒が主役となって授
業を進める科目があります。自分達で目標を立てて、計画に沿って実験や
実習を行い、最後に達成出来た・出来なかったことをまとめる（発表）授業。
14日（火）は４つの発表報告（①食べられるグリーンカーテン（朝顔とサツ
マイモの接ぎ木等）②園芸を使っての地域交流活動（花フェスタ施工等）③
ヒバの活用法を探るⅦ（殺虫実験等）④緑を活かす第３歩（庭園施工））を
行い、学科代表（①・③班）が決定しました。

蹲踞（つくばい）施工に挑戦しました！

今後は ①景観に関する講演会 ②造園の仕事の魅
力をさぐる講演会が企画されています。また校内実
発や2年生沖縄見学旅行（琉球王朝：識名園の見学
に是非行って欲しい！）、計算技術検定・農業技術
検定、体育大会等と行事が目白押しです。



（環境造園科）

１年生 森林体験学習 終了
10/19（木）月形町にある森林科学科の演習林にて森林体験学習をしました。
森林科学科の先生方の協力の下、演習林の説明、散策、樹木の葉を採取し同定について学習をした。

2年生「インターンシップ」終了
10/11（水）～13（金）の3日間、各企業にてイン
ターンシップを実施しました。

３年生 「卒業庭園公開中」
春から２ｍ×3mの坪庭を練習で作り、夏から
卒業庭園を各班に分かれて作成し始め、今月
初めに完成しました。

前庭や樹芸園の
冬囲いも終了！

各学年の実習と
放課後実習で行い
冬支度が
できました。

建設会社での
インターンシッ
プで公園のバ
ラの剪定などを
教えていただい
た

幼稚園での
インターン
シップでは
収穫物の調
理体験など
を手伝いし
ました

病院でのイ
ンターン
シップでは
患者のケア
体験をさせ
ていただき
ました

前庭の紅葉がきれいです



えんかのふところ・一職員のひとりごと 9月号

瑠璃光院；瑠璃の庭 右写真；瑠璃石

瑠璃色に輝く浄土の
世界を表した当寺の主
庭。数十種の苔の絨毯
をぬって、奥の石組か
ら一筋のせせらぎが清
らかに流れます。以前
紹介した「臥竜の庭」と
共に自然を借景とした
名庭。

生徒の作品「坪庭」；生徒の設計･施工により完成した
作品９庭です。

楓水

石の世界

三石
の川

借
り
暮
ら
し

穏
庭

心の潤い

あふれだす自然

木
と
石
の
調
和

穏涼



えんかのふところ８月号
今年も早いもので夏休みも終わり、岩農では収穫の秋を迎えるにあ
たり最後の管理実習に大忙しの季節を迎えました。そんな中、夏休
み中に行われた中学生一日体験入学や夏季実習などを紹介します。

冬囲いづくり

延べ段づくり

生育調査（３年生）

庭仕事一口メモ ～「切り戻し」 と 「お礼肥（おれいごえ）」～

お礼肥とは、開花期の終わりや果実の収穫後に消耗して
弱った植物に栄養補給して回復させるために与える肥料のこ
とです。見事な花や果実を与えてくれた感謝（お礼）の意味も
込めてつけられた肥料の名前です。また、開花した後に放置
しておくと養分を消耗し、新芽が出るのに邪魔になるため、花
の付けねか枝元で切り戻します。来年の準備は始まってます。
管理次第で来年は、もっと素晴らしい花が咲くでしょう。

調査・研究活動（３年生） 中庭で除草作業

夏季実習（１年生）

中学生の一日体験入学は8月1
日に行われました。岩見沢市以
外の中学校からも参加があり、
男女交えての40名近く参加してく
れました。体験授業の内容は、造
園科施設・設備の見学→「延べ段
づくり」と「冬囲いづくり」を行いま
した。2・3年生の有志が日頃の実
習で身に付けた技術を中学生に
先生役となって教える素晴らしい
機会となりました。

真夏の暑いさなか夏季実習は大変でした。

１年生は３日間当番制で行われました。前庭樹木
の剪定や芝生の刈りこみ、環境整備などを行いま
した。３年生は、各専攻班毎に当番日は違います
が、調査・研究活動や植物の管理実習を行いまし
た。改めて暑い中大変でしたが、このような経験が
後に必ず活かされる日が来ると信じて頑張りました。



7月1日より求人票が送られてきて、3年生の本格的な進路活動が始ま
りました。今後は受験先を絞り込み、9月の就職試験の準備（職場見学、履歴書作成、面接練習、
作文練習、筆記試験対策等）に力を注いでいきます。2年生は夏休みに行われる「3級造園技能士
（実技）試験」に向けての実習追い込み中です。1年生はそんな先輩達の姿を見ながら、来年・再
来年の自分の姿をイメージして下さい。自分の将来について早く・そして深く悩み考えていくこと

が、将来の自分に大きく役立ってきます。「気 持 ち が 変 わ れ ば 未 来 が 変 わ る ！」

（環境造園科）

6月始めの中間考査に始まって、現在まで実に様々な学科・学校行事に取り組んできました。それらを挙
げてみますと、①教育実習（6月5日～16日まで酪農学園大学より馬場先生が牛の授業をしてくれまし
た） ②校内技術競技大会（造園鑑定競技、ロープワーク講習、3級造園技能士学科対策学習等に取り組み
ました。学科NO１は柏さんでした） ③1年生宿泊研修（大雪青少年交流の家） ④花フェスタ札幌
2017（6月23日の設置から7月3日の解体まで、２，3年生の2作品を出展しました） ⑤創立110周年
記念式典（6月25日にまなみーるで開催） ⑥SSHイングリッシュ発表会（6月27日） ⑦造園科公園視
察研修（6月３０日：1年生はえこりん村＋花フェスタ、2年生は石山緑地＋花フェスタ、3年生はモエレ
沼公園＋中島公園をそれぞれ見学してきました。） ⑧花フェスタ寄せ植え体験コーナー運営（7月1日に
大通り公園で） ⑨校内平板測量競技（7月2日に造園科から1チームが挑戦しました） ⑩学校祭（7月7
～8日）となり、普段の授業や実習も含めまさしく教員も生徒も目の回る忙しさでした。そんな疲れも残る
中ですが、今号では造園科で頑張ってきたこと、これから頑張ることを紹介させて頂きます。

3年生の坪庭（９作品）が完成。2年生で描いた図面が実際の庭として形になりました。

花フェスタ札幌へ2作品出展 （左：HAPPY GARDEN）・（右：トリックアートガーデンは準大賞受賞）



（環境造園科）

１年生 宿泊研修 終了
6/20（火）～22（木）大雪青少年交流の家で行われ、1日目旭山動物園、2日目十勝岳軽登山しました。

2年生「3級造園技能士検定」
に向け練習中

７月下旬に実施される検定のため、放課後も

頑張っています。

３年生 「坪庭作成実習中
３年生は卒業庭園を造るために練習過程でコン
パクトな坪庭を練習で作ります。

駅東前広場花壇 ６月１６日
３年生の課題研究班で実施

ネクスコ東日本高速道路「岩見沢ＳＡ」下り線に花壇作成
上り線リトルロックヒルズ監修ハイウェーガーデンで記念撮影



えんかのふところ・・一職員のひとりごと ５月号

京都市左京区 無鄰庵
「無鄰庵」とは山縣有朋の別邸。第一
の無鄰庵は、山縣の出身地、下関に
あった草庵（近くに鄰家がなかったた
めそう呼ばれた）。第二の無鄰庵は
京都木屋町にある屋敷（今は日本料
理店「がんこ高瀬川」）。第三の無鄰
庵が岡崎南禅寺の近くにある屋敷。
（左写真）「無鄰庵会議」が開かれた
歴史的な場所である。

明治・大正の元老山縣有朋が設
計・監督して、造園家・7代目小川治
兵衛（植治）を起用して造らせた地泉
回遊式庭園である。緩やかな傾斜地
に、東山を借景とし、琵琶湖疏水の
水を取り入れ、三段の滝・池・芝生を
配した庭園である。

雪吊りはずし・坪庭解体・園芸用土づくり

○シーズン中、樹木を雪から守ってくれてありがとう。
今年秋には、また3年生が雪吊りを作成します。
○昨年卒業生が作成した坪庭を解体している風景
です。この後、3年生が設計した９庭を施工していき
ます。６月中旬には完成する予定です。是非出来栄
えを観に来ていただき感想などいただければ生徒
の励みにもなりますのでよろしくお願いします。

○用土づくり風景です。５月１３日（土）行われるグ
リーンフェアで販売します。是非購入していただき鉢
の植替え・畑の苗づくり等につかっていただければ
とおもいます。



えんかのふところ４月号
新年度がスタートしました。今月号は入学式をはじめ各種行事
をスナップ写真で紹介致しますのでご覧ください。

2・3年生による冬囲いの撤去実習

授業も雪融けが一気に進み、放課後実習など
環境造園科の本格的な実習が始まりました。

5月の行事予定
9（火）部会総会・環境造園科意見発表大会
13（土）グリーンフェア
16（火）校内意見発表大会
20（土）クリーングリーン作戦
25（木）開校記念日
31（水）前期中間考査①

対面式 ３年制女子が代表で学科紹介

クラス内意見発表会の様子
5月9日の科内発表会に向けての
予選会です。

入学式の様子と退場シーン

今年の卒業生が作った
坪庭を解体する生徒たち

根巻き実演を真剣に学ぶ生徒たち


