
畜産科学科
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年生の会食会

SSH研究成果発表会

１月２３日に３年生が、
鶏舎で焼き肉を行いました。

ここでは、三年間の思い
出を動画にしてみたり、残
り少ない高校生活を楽しん
でいました。

1月２５日に体育館でSSH発表会がありました。

２年生 消化液の新たなカタチ
～家畜伝染病ゼロに向けて～

３年生 「糞が及ぼす不食過繁地 Part Ⅱ」
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２学年 畜産科学科 見学旅行 ㏌沖縄!!

私たち２年畜産科学科は沖縄で行われた４泊５日の見学旅行
を次のように過ごしました！

１日目 １日かけて北海道～沖縄へ移動
夜ご飯はステーキハウスへ！！

２日目 ひめゆりの塔やガマ見学などの
平和学習を体験しました。

３日目 沖縄自然体験（マリン体験など）
の後美ら海水族館へ行きました！

４日目 学科別研修で瀬長島、国際通り
アメリカンビレッジを見学しました。

５日目 首里城を見学し北海道へ帰りま
した

12月号



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。
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２２ ２２

部会実績発表大会と大会結果

11月16日(金）に部会実績発表大会が行われました。

2年飼料・資源循環バイオ専攻班
「空知管内におけるサイレージ用トウモロコシの品種選定に関する研究」

～適期に最良のコンディションで収穫するために～

3年乳牛専攻班
ジャージー種の肉食流通を目指してＰartⅡ

畜産科学科代表に選ばれた2組の専攻班は
全道・全国を目指して頑張って下さい！！

夕方の実習では、運が良ければ牛の分娩
にも立ち会うこともできます！

☜この写真は生まれたばかりの子牛です

朝実習の様子

畜産科学科では当番にあたると朝の５時から７時まで
牛舎・豚舎・鶏舎に分かれて実習します。
放課後実習は、１５時３５分～１７時まで実習です。１年
生はわからないことだらけだと思いますが先輩方が丁寧
に教えてくれるので最終日の実習が少し早く終わることも
あります！



１０月２４日～２５日まで予選会を勝ち抜いた代表者が集まり最
優秀・優秀賞を目指しプロジェクト発表・意見発表・平板、農業鑑
定競技大会に参加しました。
畜産科学科の代表生徒は鑑定競技会に出場しましたが賞を頂くこ

とはできませんでしたが、貴重な体験になったと話してくれました。
入賞された皆さんおめでとうございます！！

１０月２４日～２５日まで予選会を勝ち抜いた代表者が集まり最
優秀・優秀賞を目指しプロジェクト発表・意見発表・平板、農業鑑
定競技大会に参加しました。
畜産科学科の代表生徒は鑑定競技会に出場しましたが賞を頂くこ

とはできませんでしたが、貴重な体験になったと話してくれました。
入賞された皆さんおめでとうございます！！
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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。
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10月6日に札幌アリオで食彩フェアが行われました。

このフェアは道内の農業高校、１２校が集まり行われています。
7学科の代表者生徒が参加しました。
畜産科学科では、豚精肉210パックやのうこうたまごの黒翡翠

有精卵165パックを販売しました。販売した商品はすべて生徒た
ちが事前の総合実習などでパック詰めなどを行いました。

１１月１６日（金）に部会実績発表大会・総会
２８日には校内発表が行われます。研究の成果を出し切りましょう！
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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。

９月２０日（木）に今年で三回目となる札幌視覚支援学校に行き小学
１年生～６年生の児童に岩農産の中ヨークシャー種や畜産科学科につい
て紹介、岩農生が精肉した豚肉を豚汁などに調理してもらい一緒に給食
交流を行いました。動画や写真を使い説明をすると児童たちは、豚につ
いてとても興味をもってくれました。

質問をしてくれ、自分が知っている豚についての知識を私たちに教え
てくれる児童がいました。とっても充実した一日になりました！

後日、児童たちから「楽しかった」
「また来て欲しい」「分かりやすかった」
などの感想の手紙を送ってくれました！

1日体験入学を終えました！

９月２９日（水）に今年度２回目と
なる1日体験入学が行われました。
牛舎で牛の調教を行い、その後畜

舎の施設見学・説明をしました。
調教では外の放牧地に出て一人ず

つ先生・先輩と一緒に牛をつないで
調教を行いました。

就職試験が開始

9月17日（日）から就職試験が
始まりました。
９月３０日の時点で、約6人が

就職先から内定通知がきました。
畜産科学科では、進路決定率が

昨年１００％でした。今年も順調
に進路が決まっているようです。



夏季実習の様子
中学生体験入学
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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。

今年度も、夏休み期間に
行われる夏季実習を行いました。
１年生は農業と環境の実習
２年生・３年生は専攻班に分
かれ実習を行いました
これからの課題研究に向けて
沢山の事を学びました。

８月10日に、中学生体験入学が行われました。
今回の流れは、７学科の大まかな学習内容、実
習内容の説明をしました。
畜産科学科では各畜舎に行き牛舎では搾乳体
験や調教を行い説明をしました。
中学生は最初とても緊張していましたが、搾乳
体験などを行ううちに緊張がほぐれ、積極的に質
問などをしていました。

２２２２２２２２
２２２２２ ２２ ２２

２２ ２２

全道技術競技大会結果報告

家畜審査競技
乳牛団体 最優秀賞 岩見沢農業高等学校
乳牛の部 優秀賞 ２年 緒方衣舞 渡部颯斗 山本陽菜
肉牛の部 優秀賞 ３年 谷将基 ２年 石橋隆之

農業鑑定競技

畜産コース 優秀賞 ３年 市川遥香（全国大会出場）



畜産科学科
２０１８年７月号
農業クラブ 書記 中山

会計 鈴木

岩見沢農業高校の「今」を伝える

７月６・７日に今年もフィバスフェスタが行われました。
クラス発表からはじまり、今年もとっても盛り上がりました。
岩農ならではの学科展示・模擬店も大成功しました！
産科学科では、２年養豚・養鶏班で自分達で育てた家畜を

使用し【豚串】・【タマセン】を学科展示として販売し３年
生は【やきとり】を模擬店として販売しました。

どれも行列ができるほど人気で無事完売しました！

７月２０日に有限会社藤井牧場さん藤井 雄一郎さんと畜産
科を卒業した徳永宝さんが講演に来て頂きました。

特に印象に残っているのは藤井牧場さんは常に外国との交流
を外国の最先端の技術を導入している。「砂のベット」など学
習になりました。他の酪農家に比べて
牛の安楽性が高く、とても品質の高い
乳牛ができます。日本初のHACCP認証
取得など全国でも有名な牧場です。
貴重な講演をありがとうございました。

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。

学校祭
学科展示・模擬店

先進酪農家講演会
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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 ▸▷３年生

当日は、あいにくの雨でしたが、２・３年生ともに畜産について
学ぶことが出来ました！

この大会では、専門的な知識なので１年生には難し
かったと思いますが、一生懸命取り組んでいたのでお
り、３年生は今年でこれで最後なのでより一層頑張って
いまいした。

２年生も、全国大会に出れるよう頑張って取りくむこと
ができました。

学校祭 ７月 ６日・７日 金曜日・土曜日

生徒玄関前で、畜産科学科は、大人気のブ
タ串やたま煎として販売しています。

２２２２２２２２２

・農業技術鑑定
・家畜審査

６月１３日（水）



5月11日に「部会意見発表大会」が行われ､畜産科学科では...
最優秀賞 3年道端 成美さん

「畜産を知れば未来は変わる」
優秀賞 3年阿部 安寿志さん

「農薬イコール悪ではない～偏見払拭に向けて～」
努力賞 1年大浦 純子さん

「大好きな「うずら」で地元を活性化」が選ばれました。
どの意見もわかりやすく、説得力のあるものでした。

畜産科学科代表として選ばれた２名には、全国大会を目指して、頑
張ってほしいです！！

部会意見発表大会の様子・結果

畜産科学科
岩見沢農業高校の「今」を伝える

２２２２２２２２
２２２２２ ２２ ２２

２２ ２２

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。

毎年恒例の【グリーンフェア】が５月１２日に開催されました！
畜産科では、幻の豚と呼ばれている「岩農産中ヨークシャー種の豚
肉」・私たち、生徒がふ化させた「黒翡翠の卵」や「のうこう牛乳」
などを自分たちで販売しました！そして親子連れに人気の「搾乳体
験」も行いました。
当日は、２０℃を超える暑さの中沢山の方々が並んで下さり、無事
に完売させることができました！
アンケートなどにご協力してくださった方も本当にありがとうござ
いました！

搾乳体験 オープン前 販売中



農業クラブ三大行事の１つでもある
意見発表大会」が始まりました。

クラスの前で発表する時や、各学科
の前で発表したりするのはとても緊張
しますが最終目標である鹿児島県で行
われている全国大会に出るために、こ
れから自分たちがやりたい事や夢など
を発表しています。１年生は、初めての
行事で戸惑いなどがありますが、順調
に進んでいるようです。

畜産科学科

男 女 合計

３年 ２７ １１ ３８

２年 ２４ １４ ３８

１年 １６ １４ ３０

合計 ６７ ３９ １０６
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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。

畜産科学科は…動物と触れ合うことで命を身近に感じ、良き理解者としての
能力と態度、畜産経営者や関連産業技術者を育成する学科です。

岩見沢市 ・光陵中 ・明成中 ・清園中 ・東光中 ・栗沢中 ・緑中
札幌市 ・札苗中 ・西岡北中 ・宮の丘中
江別市 ・江別第一中 ・江別第三中
美唄市 ・美唄中 三笠市 ・三笠中 奈井江町 ・奈井江中
むかわ町 ・穂別中 室蘭市 ・星蘭中 日高町 ・厚賀中
京都府 ・加茂川中 栃木県 ・田野中

グリーンフェア ５月１２日 土曜日

畜産科学科では、牛乳、卵、豚肉などの
岩農で育てている牛、鶏、豚から生産され
た農産物などを中心に販売します。

意見発表大会の様子


