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◆トピックス
夏休みの夏季実習にて
（平成29年8月）
農業高校生の夏休みは実習があります。
畜産科学科は、家畜やその餌となる飼料
作物などの管理や研究調査などを行いま
す。1年生から3年生まで全員が、ローテー
ションなどでSSH課題研究やプロジェクトの
調査などで登校します。写真は1年生の農
業と環境のプロジェクト学習で、本校採草
地で牧草の生育調査をする様子です。
定期的な調査は、結果を表やグラフなど
にしてまとめます。まとめた結果をグルー
プごとにプレゼンテーション発表し、代表と
なった班は、学科の実績発表大会に出場
し、審査を受けることになります。

鶏卵の卵質調査（３年生）

並木２区採草地の生育調査（１年生）

◆岩農家畜の“いまを紹介”
繁殖用牝黒毛和種 はなぞの号
生年月日 2013年12月11日
出生地
岩見沢農業高校
父
第１花国
母
はつこ
酪農学園大学家畜繁殖学研究室教授の堂地修先生より受精卵移植（ET）
産次 2産（1産目牡、2産目牡、個体販売済み）

第１産目 牡

～ ◎□△ はなちゃんの生まれた日 △□◎ ～
予定日よりも早く分娩しました。朝牛舎に行った先生によると、産み落とされて
バーンクリーナーの側溝にはまって動けなくなった状態で発見されたそうです。
将来的には、岩農和牛として販売できたらと考えています。多頭飼育は難しい
ですが、北海道和牛のさらなる質の向上と、稲作地域の複合経営について調査
研究をしていく予定です。

１
5～8
8
16

全校集会
前期期末テスト
生徒会・農業ｸﾗﾌﾞ役員選挙公示
就職試験解禁日

19
23
24
27

いじめ問題についての講話
中学生一日体験入学
危険物取扱者試験（岩農高会場）
SSH筑波ｻｲｴﾝｽｷｬﾝﾌﾟ

岩農

★９月の予定

第２産目 牡
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◆トピックス
学校祭2017フィバスフェスタ
（平成29年7月7～8日）
今年の学校祭フィバスフェスタは、いつも
の年よりお客様も多く、担当の生徒も先生
も大忙しで充実していました。そんな中、畜
産科学科2年生の制作物である学級旗が
見事校内の21クラスある中で、３位に入賞
するなど頑張りました。制作を担当した２年
生のクラス全員が、制作した仲間と喜びを
分かち合っていました。

３年生模擬店(焼き鳥販売) ２年生消化液アンケート

２年生養豚班(豚串販売)

２年生養鶏班(たません販売)

２年生の力作！

ＳＳＨハワイ研修に参加
（平成29年7月9～14日）
ハワイ研修に参加して

畜産科学科ＳＳＨ３年 鈴木 海

ハワイに行く前は、自分の英語がしっかり現地の人々に伝わるか
不安でしたが、SS英語の学習により、現地の人とコミュニケーション
をとることができました。また、ハワイ大学にて「課題研究」の成果
を英語で発表してきました。ハワイに行く前と後では口ではうまく言
えませんが、世界観や見方などが変わったと思います。皆さんも機
会があれば是非行くといいと思います。最後にハワイの農業につ
いてですが、ハワイならではの環境に合わせた様々な工夫がされ、
６次産業が成り立っていると感じることができました。日本もこれか
らの国際化に向けて日本にあった農業をするべきだと思います。こ
れらの経験を生かして社会に貢献していきたいです.

ハワイ コーヒー農場にて

◆今月のＳＳＨ
1年生7名は夏休みに酪農学園大学での実験実習講座に参加してきました。家
畜栄養学研究室教授の中辻先生よりご指導いただき、岩農の一番乾草、デント
コーンサイレージ の乾物重量の測定方法や施設の見学を行いました。運良く、
ロボット搾乳が行われているところを実際に見ることができ、とても幸運でした。

中央館にて

★８月の予定
一日体験入学
25 岩農ショップ生徒向け販売会
全道技術競技大会 29 SSH家畜栄養学講座
全校集会
30 岩見沢第二小学校1年生見学会
高校内企業説明会

岩農

１
8～9
18
22

搾乳ロボット
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◆トピックス
農業クラブ校内技術競技大会
（平成29年6月13日）
農業クラブ３大行事のスタートは、日頃の学習
の成果を競う農業鑑定競技畜産コース、家畜審
査競技乳牛の部と豚の部でした。家畜審査競技
は、成畜（親）と幼畜（子）を、それぞれ比較して優
れている形質など序列を決めます。
競技終了後の生徒からは、「どの牛を選んだ?」
など、自分の審査結果が気になるようでした。全
ての競技の優秀者は８月に旭川市で開催される
全道大会へ出場します。がんばって全国大会出
場（岡山県）を目指しましょう。

２、３年生 視察研修
（平成29年6月中旬）

競技の様子 家畜審査競技会乳牛の部、豚の部
農業鑑定競技畜産、出題問題

今年の２、３年生視察研修は晴天に恵まれ、
爽やかな初夏の陽気の中での実施となりました。
普段はなかなか見られない畜産業の生の現場
を見たり、実際に働いている人からのお話を聞く
ことにより、将来の進路目標や、産業について
理解を深めることができました。視察を受け入れ
て くださりました関係者の皆様方に生徒、教職
員一同心よりお礼申し上げます。１年生の皆さ
んは来年をお楽しみに！
平成29年度視察研修見学先
３年生 雪印メグミルク株式会社
酪農と乳の歴史館・札幌工場 様
有限会社 ハイジ牧場 様
２年生 ヤンマーアグリジャパン株式会社
北海道カンパニー江別支店 様
酪農学園大学 様

◆今月のＳＳＨ

雪印メグミルク株式会社(札幌工場)、有限会社ハイジ牧場様(ジンギスカン食堂)
酪農学園大学(インテリジェント牛舎)、ヤンマーアグリジャパン江別支店(展示場)

今年の１年生は、ＳＳＨ生徒として７名が選抜
されました。６月の認証式を持って正式な仲間
入りとなります。家畜飼料ｴｺﾌｨｰﾄﾞや、家畜糞尿
由来の消化液の研究、資源循環型畜産の実現
など将来の夢に向かってがんばりましょう。

★７月の予定
1
求人票受付開始
7~8 学校祭
21 1年生1期入寮終了

15
24
25

農業技術検定
26
全校集会
1年SSH道内視察研修

1年SSH夏季集中講座

岩農
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◆トピックス
グリーンフェア盛況
（平成29年5月13日）
恒例のグリーンフェアが、今年も開催されました。この行事
では地域のみなさまが、春の訪れとともに、本校実習生産物
をお買い求めいただけます。また、販売だけでなく、日頃の
学習成果を知っていただく重要な機会です。畜産科学科で
は、以下の取り組みを行いました。
乳牛班 ～ 搾乳体験コーナー（牛舎にて右写真）
食品科学科の乳製品の原料生産
養豚班 ～ 精肉販売（本校飼養の中ヨークシャー種豚肉）
食品科学科の肉製品の原料生産
養鶏班 ～ 鶏卵販売（のうこうたまご、アローカナ有精卵）
にわとりの食べるエサの展示
飼料・資源循環バイオ班
～ 消化液サンプルの配布
プロジェクト活動、SSH活動内容のパネル展示

搾乳体験、販売会を終え全員集合！

この後の本校実習生産物販売は、生活科学科が運営する
“岩農ショップ”をご利用ください。販売する日にちや時間は
本校ホームページや、国道12号線より見える実施の案内看
板などでご確認ください。

春の動植物観察会
（平成29年5月16日）
1年生の総合実習（3単位）では、東山実習地にて、本校飼
料作物生産圃場を見学しました。初めての東山農場での実
習に、ワクワクした生徒も多かったように見うけられます。道 滋
外から来ている生徒にとっては、北海道の広い原野を見て、
憧れの風景だったのではないでしょうか。
さて、どんなことを観察して勉強したかというと、まずは牧
草の種類（チモシー、オーチャードグラス、ルーサン）の見分
け方とイネ科、マメ科の振り分け。雑草の見分け方（エゾの
ギシギシ）などを見つけ、レポートにスケッチをしていました。
生徒の皆さん勉強になりましたか！！！全部この後の中間
テストに出題されますよ！！！

チモシーを確認スケッチする様子

★6月の予定
中間テスト～2日まで
PTA研修会
全校集会
校内技術競技大会

20
25
26
27

1年生宿泊研修～22日
創立110周年記念式典
振替休日
SSHイングリッシュ発表会

岩農
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◆トピックス
新1年生入学式
（平成29年4月11日）
３月に40名の卒業生を送り出したばかりですが、
早くも4月となり、新入生を迎える時期となりました。
平成29年度の新入生は39人です。内10人が道外
及び空知管外からの生徒で、自成寮で通年入寮生
徒として学習と生活をすることになりました。現在は
全体入寮期間で、自成寮の生活ルールをしっかり
と身につけています。皆からの自己紹介では、将来
の夢が家畜や動物に関わる仕事がしたいと話をす
る人が多かったです。夢に向かってがんばろう！

第112期畜産科学科入学生

意見発表クラス予選開始
（平成29年4月17日）
農業クラブ三大行事の一
つである意見発表大会のク
ラス予選が始まりました。ク
ラスの生徒全員が教室、寮
などで発表をします。書くの
に手間取っていた人も、い
ざ発表になると堂々と自分
の意見を熱く話していました。
次は学科発表会です。代表
となった生徒がんばれ(^^)

意見発表クラス予選の様子

◆ＳＳＨの取り組み（平成29年4月25～26日）
滋賀医科大学の成瀬准教授より、紙分
光器をｽﾏｰﾄﾌｫﾝｶﾒﾗに接続した光スペクト
ルの測定方法についてご教授いただきま
した。これらの方法が酪農・畜産を巡る資
源循環型畜産の実現とどうつながるか乞
うご期待ください。世界をつなぐ虹の架け

滋賀医科大学准教授
橋 となれ！SSH
成瀬延康氏

Rainbow

自分のｽﾏｰﾄﾌｫﾝで測定する様子

受講生徒の感想より ～ ＳＳＨ４期生(２年生) 成瀬教授からは昨年も講演会などでご教授いただいているので、今回の研
究はとても楽しみにしていました。正直、光スペクトル調査の理解に時間がかかってしまったのですが「分からないことはしっ
かり聞くことが大事」と助言を頂き、自ら取り組むことの大切さと達成感ややりがいが分かりました。今後はこの気持ちを大事
にして、課題を持って研究に取り組んでいきます。

１
9
12
15

壮行会 全校集会
学科意見発表大会
1年全体入寮終了
1年1期入寮開始

13
17
20
25

グリーンフェア
31 前期中間テスト
1年動植物観察会
クリーングリーン作戦
開校記念日

岩農

★5月の予定

携帯カメラが捉えた光 ス
ペクトル画像

