
食品科学科
Food Manufacture Science

２０１８年２月

牛乳・乳製品製造専攻班
全国大会出場へ

２月１日・２日倶知安町で行われ
た全道実績発表大会において、牛
乳・乳製品製造専攻班のエメンター
ルタイプチーズの研究が最優秀賞
を受賞、10月に鹿児島県で行われ
る全国大会へ出場することになりま
した。

本学科１年生の
実績発表会が行われました
１年生の実績発表大会は、4月か
ら学習してきた水稲・大豆の原料生
産学習について、スライドを使い、発
表を行いました。テーマは一緒でも
それぞれの観点があり、楽しい発表
会となりました。来年、専攻班での
活躍が楽しみです。

授業の様子をご紹介します！
本科２年生「食品製造」「課題研究」の授業の様子です。
左の写真は、畜産科学科で生産された中ヨークシャー種のモモ
肉・肩肉を塩漬している様子です。この後、あらびきフランクフルト
ソーセージになります。次に、中央と右の写真は、農産製品製造専
攻班が商品開発している、栗山町特産赤タマネギの「さらさらレッド」
を使用したドレッシング試作の様子です。地域の農産物活用した加
工に取り組んでいます。来年度、商品化を目指しています。

▼最優秀賞おめでとうございます！ ▼発表会の様子です

▼ソーセージを製造中 ▼試作を繰り返し、素材をいかした加工品へ



食品科学科
Food Manufacture Science

２０１８年１月

南北海道実績発表会で
本科２チームが入賞しました

大会は１月１８日（木）、１９
日（金）に真狩村で行われ、牛
乳・乳製品製造専攻班と肉製
品製造専攻班が入賞。２月１
日（木）から倶知安町で行われ
る全道大会に出場します。

４期入寮がはじまり
１０名が入寮しました

１月２２日（月）から４期入寮
が開始されました。入寮期間
中にある実習や寮での生活を
通して、仲間たちと協力しなが
ら、実りある時間を過ごして欲
しいと思います。

ＳＳＨ成果発表会が
行われました

１月２６日（金）にＳＳＨ成果
発表会が行われ、本科ＳＳＨ
２・３年生６名の生徒がエメン
タールタイプチーズのチーズア
イ形成に関する研究内容につ
いて発表しました。

ミルク＆ナチュラルチーズ
フェアに参加しました

１月２７日（土）にさっぽろ東
急百貨店にて、牛乳・乳製品
製造専攻班の生徒たちが製
造した牛乳・チーズなどを販売
しました。また、会場では専攻
班の活動内容も発表しました。

▼牛乳・乳製品製造専攻班は最優秀賞を受賞

▼本科のＳＳＨ生徒６名 ▼販売の様子です

▼入寮オリエンテーションの様子



食品科学科
Food Manufacture Science

２０１７年１２月

校内実績発表会で
本科２チームが入賞しました

大会は１２月５日（火）に行わ
れ、牛乳・乳製品製造専攻班
と肉製品製造専攻班が入賞。
１月１８日（木）から真狩で行わ
れる南北海道大会への出場
するため、準備を行っています。

１２月１２（火）に
試食会が行われました

試食会は、本校製品の付加
価値を高めるための、調理メ
ニューを生徒が考え、学校関
係者の皆さまに提供し、本科
における学習活動について理
解を深めていただいています。

１年を締めくくる
餅つきが行われました

１２月２１日（木）に１年生に
よる餅つきが行われました。餅
米は４月から栽培し、自分たち
の手で収穫・脱穀したものを使
用しました。杵と臼でついた餅
は、みんなで試食をしました。

ミルク＆ナチュラルチーズ
フェアに参加します

１月２７（土）１０：００よりさっ
ぽろ東急百貨店９階催事場に
て、本科生徒が製造から熟成
の管理まで行った、４種類のナ
チュラルチーズが販売されま
す。ぜひお立ち寄りください。

▼大会に向けてデータを整理中

▼みんなで力を合わせて餅つき中 ▼チーズ製造の様子です

▼試食いただいている様子です



先月10月25・26日と岡山県で行われ
ました日本学校農業クラブ全国大会の
農業鑑定競技食品科学に出場した3M石
川さんが見事優秀賞に輝きました．食
品科学科としては3年ぶりの全国大会の
入賞．うれしいお知らせでした．おめ

でとうございます．

11月14日には学科の学習の最後をま
とめる実績発表会が開催されました．6
発表が行われました．あわせて東京か
ら”FOOD VOICE ”社長の今野徹氏から
講演をいただきました．最優秀は肉製
品製造専攻班食育班，優秀賞は牛乳・
乳製品製造専攻班で12月5日に行われる
校内大会に出場します．

11月17日には肉製品製造専攻班食育
班がこれまでの食農塾の取組みが評価
され，第10回コープさっぽろ農業賞特
別賞を受賞しました．

また，毎日新聞社主催の毎日農業記
録賞で3M深澤さんが地区入賞，滝口さ
んが地区入選に選ばれました．

牛乳乳製品製造専攻班におきまして
は，専攻班活動やSSHの取組みで地域
のワインを利用したチーズの製造を行
い使用したワイナリーであるKONDO
ヴィンヤードさんで経過報告を行いま
した．



食品科学科
Food Manufacture Science

２０１７年１０月

アリオ札幌にて
食彩フェアが行われました

１０月７日（土）に１３校の農業
高校が集結、農産物・加工品
の販売、食品科学科もチーズ・
味噌・ソーセージなどを出品し
ました。あっという間に完売です。

３期入寮がはじまり
１０名が入寮しました

１０月２３日（月）から３期入
寮が開始されました。４週間に
およぶ寮生活。仲間たちと協
力しながら、実りある時間を過
ごして欲しいです。

▼自慢の乳製品いかがですか？

▼寮の学習時間の様子です

今年度の岩農食農塾が
修了しました

１０月２８日（土）に岩農食農
塾の修了式が行われました。
７ヶ月全10回の食育活動。
小学生も高校生たちの大きな
成長が見られました。

▼修了式あとに記念撮影をしました

▼努力の賜物です！おめでとうございます！

１０月２５日（水）・２６日（木）に
岡山県で行われた農業クラブ
全国大会に３年石川ひよさんが
出場。鑑定競技（食品コース）
で優秀賞を受賞しました。

農業クラブ全国大会にて
３年の石川さんが優秀賞受賞



食品科学科
Food Manufacture Science

２０１７年９月

２学年のインターシップが
行われました

ＳＳＨ高大連携実験が
酪農学園大で行われました

９月２０日（水）～２２日（金）
市内事業所でインターシップが
行われました。企業での体験
を通して、勤労観・職業観を身
につけてきました。

９月１５日（金）、１６日（土）
に本校のエメンタールタイプ
チーズに関する実験が行われ、
ＳＳＨ２・３年生が参加、高度な
実験に取り組みました。

岩農食農塾の
宿泊バス研修が行われました

９月１６日（土）・１７（日）に、
岩農食農塾の宿泊バス研修
小学生１０名・高校生１２名、
市内関連施設の見学、農業
体験を泊まりがけで実施。

ことぶき学園と交流
成果発表を行ってきました

９月２１日（水）に「いわなび」
にて、いわみざわ市民大学・こ
とぶき学園の皆さまに、岩農
食農塾の活動成果を発表して
きました。

▼プロの技を教えていただきました ▼山口教授に教えていただき、実験を行いました

▼ことぶき学園の皆さまと一緒に記念撮影▼訪れた農家で記念撮影



食品科学科
Food Manufacture Science

２０１７年８月

★夏休み実習が行われました

★農家民泊を行いました

栽培から
加工まで
学べる

食品科学科は、原料生産も学びます。
夏に生徒たちが育てた作物は
加工して製品となりお客様へ！

２年農産製品製造専攻班は
栗山町の農業を学ぶために、
３年肉製品製造専攻班は
食育活動の事前学習として行いました。

学校外での活動も
充実しています



食品科学科
Food Manufacture Science

２０１７年７月

★学校祭で製品を販売しました

★食品鑑定競技が行われました

私たち生徒が作った
ジャム・パン チーズ・アイス
ソーセージ・ベーコン
などを販売しました。

食品鑑定競技とは、例題のように
授業で学んだ食品の知識問題を
何問答えられるか競うものです。

例題．この微生物の名称を
答えなさい。

Ａ．アルコール酵母



6/1より多くの専門学校で
AO入試の受付がはじまり，
3年生はその準備大忙しです．
これから7月3日には就職
へ向けての求人票が公開され
準備も始まります．

1・2年生は将来に向けて学
習や実習を熱心に取り組んで
自己実現のため頑張っていま
す．

6月29・30日に美唄尚栄高校
で行われる南北海道農業クラ
ブ連盟意見発表大会が行われ
ました．食品科学科からは3年
生の深澤さん，滝口さんが学
校代表として出場しました．

1年生大雪の宿泊研修に行っ
ている間， 6月22日に2年生は
千歳方面，3年生は小樽方面に
企業視察研修に行ってきまし
た．食品製造の現場を実際に
見ることで科学性を深めてき
ました．



「農業と環境」と「総合実習」の授業
の様子です。１年生もピカピカの実習
服が少しずつなじんできました。この
日は、大切に育苗している風の子モ
チの生育調査を行いました。5/29に
田植えをする予定です。

5/9に食品科学科の部会総会と
意見発表会が行われました。１
年生のフレッシュな発表から２・３
年生の経験豊かな発表まで１２
名のクラス代表が将来の夢や地
元地域の活性化について意見を
発表しました。

「食品製造」の授業で行ったロー
スハムの製造実習の様子です。
この日は、一週間塩漬した中
ヨークシャー種のロース肉を、
ネットに充てんしてタコ糸で巻き
締めをしました。しっとりとした上
品な味わいがショップでも人気で
す。

「微生物利用」という授業の様子
です。この日は、食品を腐敗させ
る微生物はどのように発生する
のか？というテーマの授業でした。
日頃の実習との関わりについて
一人一人がしっかり考える機会
となりました。


