我が五農野球部では、標記にある「ベースボールナビ」という野球部通信を定期的にマネージャー

が作成し、発行している。日頃の部活動の状況を保護者へお知らせすることが目的であるが、選手の

振り返りにも役立っている。
今回はＰＴＡだよりの「涓流」に掲載ということで、野球部広報係より、我が野球部を紹介したいと思う。

100周年

〜伝統・歴史ある野球部〜

五所川原農林高等学校 PTAだより

ベースボールナビ

五所川原農林
硬式野球部

五所川原農林高等学校 PTAだより

けん

りゅう
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今年度、節目の年となる創部１００周年を迎えた。5月には硬式野球部が発足して初めて対戦した弘前高校と
招待試合をし、祝賀会も執り行われた。歴史と伝統ある五農野球部は、１９７０年（昭和４５年）には甲子園
に出場し、その後も東北大会や県大会で上位入賞を果たす強豪校として名を馳せてきた。さて、現在の状況
であるが、今年度は秋季大会で５年ぶりに県大会出場を果たした。結果は、弘前学院聖愛高校に負けてし
まったが、序盤先制し、試合を優位に進めていたことなど、少しずつではあるが古豪復活へ着実に歩み始め
ている。

大事なことは、
準備・予測・行動

方針
〜学校生活が第一！〜
○学業が最も大事。
授業態度の悪い者、成
績 向 上 に 努 力しない
者。特に定期考査の赤
点者には厳しく
！
○学校行事等に積極的
に参加すること など

怠る者は練
習に参加でき
ず。グラウンド周
辺の環境整備
をする！

甲子園大会について

実践重点事項
①選手は毎日、
「野球ノート」を監督に提出！
その日の練習や試合を振り返り、常に自分自身の向上へ繋げる。ノートの
内容が選手の心を表す。ノートは選手のバロメーター！
②毎日、練習前に体重を測定！
選手の体格に合わせて目標体重を設定し、年間を通して体作りに励む。
練習中も補食（1人500ｇ）。基本は卵かけご飯。
③選手それぞれに係り！
グラウンド係・道具係・ノート係・部室係・
トイレ係。学年の区別なく管理・整
備する。グラウンドでは先輩、後輩は対等。ただし、後輩は先輩を敬う心
をもち、先輩は後輩の模範となる態度を示していかなければならない。

して県大会も勝ち、さらに東北大会も勝ち上がって甲子園が決まる、という流れになる。また、特別選考２１世紀枠
３校と明治神宮大会１枠があり、計３２校で試合が組まれる。

農業クラブの活躍 (^^)/
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編集後記
年の瀬も押し迫ってまいりまし
た。涓流40号発行にあたって、
ご
多用のところ各方面で協力い
ただきました先生方、保護者
の皆様方ありがとうございま
した。五農の日々の活躍を
お届けできた読み応えのあ
るPTAだよりになったと思っ
ています。
今後もよろしく
お願いします。

印刷所：有限会社 アート印刷

日本学校農業クラブ東北連盟大会が８月十和田市民文化セ
ンターなどで県４農業高校を含む東北６県の生徒約千人が参
加して開かれました。本校は、農産物の安
全管理に関する国際規格「グローバル
GAP」取得や農業と福祉の連携の取り組み
などを紹介したプロジェクト発表Ⅰ類（生
産・流通・経営）とクラブ活動紹介で１位
の最優秀賞を、競技部門では家畜審査肉用
牛の部で最優秀賞を受賞しました。

感 謝
父母 会、後援会、ま た
地域社会の方々の支え
があっての五農野球部で
す。これまで同様、邁 進
していきますので、変わら
ぬご支援のほど、よろしく
お願いします。

発行者：五所川原農林高等学校PTA

高校野球の全国大会といえば甲子園大会である。
「夏の甲子園」とセンバツと呼ばれる「春の甲子園」の２大会が
ある。
夏の甲子園（全国高等学校野球選手権大会）は出場４９校。都道府県代表の４７校に東京・北海道がプラス１校
ずつで計４９校の出場となる。春の甲子園は、１・２年生の新人大会である。出場校は３２校、いわゆる地区から選
抜された高校が出場できる。青森県では東北大会を勝ち抜いた高校が出場できる、ということになる。夏の甲子園
予選は全参加校のトーナメント戦。優勝すれば出場となるが、春の甲子園予選の場合は、地区大会を勝ち抜き、そ

青森県五所川原市一野坪字朝日田12の37
TEL 0173−37−2121

現在は、３年生７名、２年生１０名、１年生１７名、女子マネ５名の計４０名で構成されている。誰もが、野球が大好きでたまらない選手
ばかりである。練習時間は、平日は１６時〜２０時くらいまで、休日は９時〜１６時まで行っている。バッティング練習では、ひたすら連
続ティーバッティングが１時間も続く。守備練習では、一つのポジションに２〜３人が守るため、切磋琢磨しながら己の技術面・精神面・
肉体面でのレベルアップを図っている。また、それがチーム力の向上にもつながっている。施設面でも恵まれており、雨でグラウンドが
使用できないときでも、雨天練習場でバッティング練習を行うことができる。さらに、休日には練習試合を多数設定、年間約５０試合を
こなす。実践練習を通して目標である「甲子園」に向けて、チーム一丸となって日々練習に励んでいる。

第40号

〜平成２９年度の野球部〜

The Highlight
みどころ

五農生活科学科五農6次産業研究室
てこなこ8人が紹介！
和をつなぎ、地を活かす
五所川原農林高校の挑戦 ・・・・P2〜3
2017 五農ニュース・・・・・・・・・・・・・・・・P4
釜山のアブナイ夜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5
PTA活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
進路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7
永輝
輝 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8〜P9
体験入学アンケート・・・・・・・・・・・・・・・P10
生活科学科の思い出 ・・・・・・・・・・・・・・P11
ベースボールナビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12

国際的な森林認証 FSC認証
適切な森林管理がおこなわれているかどうかを評価する国際的な森林認証「FSC認証」取得に
取り組みました。国際認証機関によって認められれば高校として世界初の取得となります。FSC
森林認証制度は持続可能な資源活用を目指して、責任ある森林管理を認証する国際的な環境認証
制度です。
認証を取得するために、国際的な森林認証制度をおこなう第三者機関FSC（森林管理協議会）
が定めた10の規定と70の原則を基に認証機関が審査をおこないました。取得を目指している五
所川原市金木町芦野にある大東農園実習林20ヘクタールは、普段は森林科学科の授業の中で伐
採実習に使っており、認証が得られれば新国立競技場など東京五輪・パラリンピック関連施設の
建材として出荷できるように努力していきたいと考えています。

生物生産科作物学研究室は、１１月２５日〜２６日、真室川町県民体育
館において、第１９回米・食味分析鑑定コンクール：国際大会「第８回全
国農業高校お米甲子園」プレゼンテーション部門に出場しました。大会は、
高校で育てたお米をいかに消費者や国内外にＰＲできるかのプレゼン力や
企画力を競うもので、一次審査で上位３校に絞られ、その３校が２６日に
行われた最終審査に臨みました。本校は、プレゼンテーション発表の結果、
１位に当たるグランプリを２年ぶりに受賞しました。生徒たちは、多くの
聴衆の前で緊張しながらも堂々とした発表ができ、自分の意見を伝える大
切さを学びました。

３年森林科学科
工藤 睦津美

ＦＳＣ認証とは、「森林管理のための
ＦＳＣの10原則と基準」等をもとに作成
された森林管理マニュアルに基づいて、適切に管理されている
森林かどうか第三者が認証するものです。私達森林科学科は、
この認証取得に向けて取り組みました。その中で一番大変だっ
たのは、審査の対象となる大東農園へ赴き、実施した毎木調査
です。道具を持って自分達の足で歩き回り胸高直径を１本１本
調査しました。林の中は藪が濃く、藪を漕いで調査しなければ
なりませんでした。
10月12日から13日にかけて行われた審査では、ＦＳＣ本部
へ認証を推奨するという有り難いお言葉を頂きました。
今回、ＦＳＣ認証取得に向けて取り組んだ事は、私達森林科
学科の生徒の糧となったと思います。しかし、認証を取得した
ら終わりではないので、認証を取得できた後、後輩達に頑張っ
てほしいと思っています。

グランプリ受賞

全国農業高校お米甲子園

国際森林認証
ＦＳＣ取得に挑戦

「測量士補」17年ぶり11人合格で２桁達成
環境土木科３年生11人が国家試験の「測量士補」
に合格しました。17年ぶりになる２桁の合格者がで
たことに喜んでいます。測量士補は、国土交通省国土
地理院が認定する国家資格です。今年の試験は５月下
旬に行われ、７月12日に合格発表がありました。運
動部に所属している生徒にとって試験は、高校総体前
の練習が厳しい時期と重なって、両立に苦労したよう
ですが集中して本気で取り組んだ結果がでて喜んでい
ました。

測量士補試験合格に向けて
３年環境土木科

佐々木

至

私達のクラスは、34名全員が一丸となって測量士補試験を受験しまし
た。ここ数年、数人しか合格していませんでしたので、難易度が高く、
合格できないのではないかと不安な気持ちになっていました。しかし、
試験日が近づくにつれて、クラスメイトの一人が全員で合格を目指そう
と声を上げたことで、自主的に朝や放課後に講習会を開き、お互いが得意な分野を教え合い
ながら勉強していきました。
この結果、十数年ぶりに11人が合格を果たしました。クラス全員が合格することはできま
せんでしたが、難しいことに諦めずに挑戦することの大切さと、クラス全体の一体感を感じ
ることができ、今まで以上にクラスの絆が深まったと思いました。
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自慢のコメ
ANAファーストクラス
機内食に

決定！

五農生が育てたコメが今年12月〜来年２月、全日空（ANA）の
羽田・成田発国際線ファーストクラスの機内食で提供されることが
決まり、記念イベント「五農米 世界を飛ぶ」が行なわれました。本
校は日本の高校で初めて農産物の安全に係る国際標準「グローバル
ＧＡＰ」を取得しており、自慢のコメの採用を「生徒の自信にな
る」と喜んでいます。生徒が育てたコメは米穀メーカーの東洋ライ
スが最新技術で白米よりも健康成分の多い金芽米に精米して、機内
で炊飯して炊きたてが提供されます。生徒が真心込めて作ったコメ
が世界で活躍する人に届けられるのはとても喜ばしいことであり、
今後も国際水準の農業を推進し、生徒達は自信と誇りを持って日本
の農業をリードしていってほしいと思います。

「五農米」世界の空へ

和をつな ぎ、地を活かす
五所川原農 林高校の 挑戦

五農立佞武多最高賞の

「五所川原市長賞」

受賞！

本校の立佞武多は、
2002年（平成14年）創
立100周年の記念行事と
して初めて運行されまし
た。その後、学校行事として位置づけられ、
本校の活力あふれる学校づくりと芸術文化
体験活動の推進、郷土の文化・芸能の理解、
そして地域社会との連携を通して、社会に
貢献できる心豊かな人間を育成する目的で
出陣しております。
今年で運行16年目を迎えた五農立佞武多
「水滸伝 張順『水門破り』」が市長賞を受
賞することができました。立佞武多の出来
映えのみならず、掛け声と踊りは観客を魅
了することができました。観客からもたく
さんの声援をいただき、生徒はそれに応え
るように声をからしながら祭りを盛り上げ
ました。「元気印の五農高とふるさとの伝統
を継承する五農っこの情熱」を発信できた
と思います。

ばたけ！
羽
に
界
世
グローバルGAP

３年連続取得を
目指して

今年は国際認証制度の普及を図ることを目的と
して審査までの課程を公開し、県内外から約130
人が訪れ取り組みに理解を深めました。2015年
に全国の高校で初めてグローバルGAPを取得し、
今年でリンゴは３年目、コメは２年目の挑戦とな
り、今年はメロンでも審査を受けました。書類審
査と現地での審査でそれぞれの農産物の安全性や
環境保全といった審査に必要な項目について聞き
取り調査を行い、メロン園地や関連施設を見学し、
薬品の保管状況など生徒達は取り組んできたこと
を丁寧に説明していました。

「五農が教えてくれたこと」
３年 環境土木科

境谷

彩華

私は環境土木科に所属しているので、グローバルＧＡ
Ｐに関わる生産工程や専門用語がほとんどわからない状
態でした。しかし、グローバルＧＡＰの項目１つ１つを
見て、分からないことを調べるうちに土木科では学ぶ事
ができない沢山の知識を得る事ができました。そして今では曖昧だった将来の
方向性も、グローバルＧＡＰを始めたことによって見えてきました。
「グロー
バルＧＡＰ大賞2016」受賞でオランダでスピーチをした際に日本のグローバ
ル化が他国に比べて遅れている事を感じ、日本のグローバル化を農業の面から
促進していきたいと思うようになりました。グローバルＧＡＰに取り組んでみ
て、グローバルな視点が大切だと分かりました。知識をつけることができるだ
けではなく、その人の性格や考え方も変えてくれる素敵なものだと思います。

３年 生物生産科

高橋

なぎさ

私が１年次から行ってきたグローバルＧＡＰ活動は高
校生活で学び考える力を豊かにし、挑戦する覚悟を教え
てくれました。それは持続可能な農業が行えるよう生産
場所を改善していくためのGAP的な見方です。何も分か
らなかった頃に比べ、今は後輩に指導できるまで理解し
ました。何度か任された取材では自分の意見を持ち、発
言できるようになりました。さらに販売会への参加や公開審査は様々な方と情
報交換する場になり、人前で発言する経験は私が社交的になったきっかけです。
これから中国輸出を行うＧＡＰチームには、他ではできないことに挑戦するぞ
という気持ちでたくさん吸収して、楽しんでこれからに生かしてほしいと思い
ます。

五所川原農林高等学校 PTAだより
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釜山のアブナイ夜
校

五農とリンゴ販売の縁で
イトーヨーカ堂三枝富博社長講演

今年１月にグローバルＧＡＰ認証取得をして
本校で育てたリンゴを、中国四川省成都市の総
合イトーヨーカ堂で販売実習しました。当時、
三枝社長が現地責任者を務めており、生徒のリ
ンゴ販売の頑張りに感心してくださり、そのご
縁で講演が実現しました。三枝社長は「グロー
バル」と「ローカル」をテーマに講演し、小売り
のプロとして流通分野で活躍してきた経験を基
に、
「毎日の努力をどこまでやるか、新しい習慣
をどう作っていくかが大事だ。五農で学んだこ
とがこれから世界に繋がっていく。そんな視点
を持ってほしい」と激励してくださいました。

9月21日 台湾から
松山高級工農職業学校

長

山

口

章

「自分はここで死ぬんだなあ」約30年前、韓国での出来事でした。当時、韓国では日本文化を禁

来校

台湾から松山高級工農職業学校の生徒16名、職員5名の
計21名が来校しました。始めに山口校長から歓迎の挨拶や
グローバルＧＡＰチームの生徒より本校の取り組みについ
て紹介がありました。その後はリンゴ園を視察し、リンゴ
ジャムの製造を体験しました。食品科学科の生徒達が作業
内容や手順等を説明しながら一緒にジャム作りを楽しみ、
農業高校の雰囲気を体感しました。

止するほど日韓関係が悪いときで、現地のテレビは日本兵の残虐ぶりを盛んに特集していました。
実際には親日家のジャーナリストも日本叩きをして人気を博し、国会議員になっていました。私は

（30年前の校長）

日韓交流基金の事業で韓国にいたのです。
夜の釜山。私は韓国人の大学生通訳に、「日本人観光客が行かない、現地の人が集う屋台に行きた

い」と頼み込み、連れて行ってもらいました。そこは、当時、市内に点在していた屋台のテントを衛生上の理由で一箇所に
集めたところでした。屋台といっても一つのテントに30人は入る大きさで、それが10店舗以上あったと思います。
週末で、全席満員。笑い声や注文する大声が交差する大盛況の中、通訳と楽しく話していると次第にテントが静まりか
えっていきました。周囲が日本語に気づいたのです。私達の席は、みるみる店内の全員と隣のテントから入ってきた人に囲
まれました。50人はいました。今も耳に残る「イルボニル

チュゲラ」の大合唱。通訳の表情がどんどんこわばっていき、

手が震えていました。何を言っているか聞くと「あ、あの、お話しがしたいそうです」との訳。彼は私を怖がらせまいとし
ているのが分かり、ちゃんと訳してと真剣に頼むと「日本人を殺せ」でした。「ああ、酔った韓国人にここで殺されるの
か」と思っていると、リーダー的な人が出て来て私の前に座り、まくし立てました。「日本兵が韓国人に何をしたか知って
るか」をはじめ、5分間は怒鳴られ、周囲からはヤジが飛んできました。
私は、人生ここで終わりならと不思議なくらい開き直りました。「わかりました。日本を代表して謝ります。本当にすみ
ませんでした」その瞬間、辺りは静まりかえりました。相手も周囲も明らかに戸惑っています。私は続けて、「考えてみれ
ば、私達のお爺ちゃん世代の戦争です。お爺ちゃん達がご迷惑を掛けたかも知れませんが、私は、これからあなたたち韓国
人と仲良くするために今、来ているのです。私もあなたたちも戦争を体験してはいない。これからが大事ではないでしょう
か。」
こう言うと、リーダー的な人は、「初めて日本人と話しをした。日本人は気に入らないと殴ってきたり刺してきたり、す
ぐに暴力に走る野蛮人だと小学校から教育されてきた。こんなに紳士だとは驚いた。あなたともっと話したい」と。当時は
日本人と直接交流するなどない時代でした。周囲からも４〜5人加わり、ついさっきまでが信じられないくらい乾杯したり、
肩を組んで歌ったり、「今から俺の家に行こう、妻に紹介したい」と言われたのが深夜1

農業の未来で意見交換

時。さすがに30分かけて丁寧にお断りしてやっとホテルに生きて帰れました。
その人は情報系専門学校の校長、李さん。大親友になり、メールのやりとりをしていま

グローバルＧＡＰ運営法人
最高責任者モェラー氏来校

したが5年ほど前、他界されました。「教育」という2文字の責任の大きさを学ばせてくれ

グローバルＧＡＰを運営するＮＰＯ法人「フードプラ
イス」（ドイツ）の最高責任者を務めるクリスチャン・
モェラー氏が本校を訪れ農産物の未来などについて意見交換しました。今回の来日は東京都や名古屋市の講演に伴う日程でしたが、「グローバルＧＡＰ
アワード2016」に輝いた本校を訪れたいとの本人の希望で訪問が実現しました。学校では、横断幕や立佞武多のお囃子で歓迎しました。校内での意見
交換会、リンゴ園の見学後、「将来を担う若者がここに集まり、持続可能で安全な食料を供給することは素晴らしい」と話してくださいました。

9月28日
宇宙毛豆収穫会
生物生産科野菜研究室の生徒18名が、中泊
町の薄市こども園で宇宙毛豆の収穫会を行い
ました。生徒が園児への補助を行いながら、
収穫したその宇宙毛豆を園児や保護者の皆さ
んと美味しくいただきました。

10月13日
つるた乳幼児園との交流会
つるた乳幼児園との交流会を行いました。
3年生活科学科の生徒が先生役となって、手
作りの問題を出題しながらビオトープなどを
散策しました。その後、リンゴの収穫体験を
楽しみました。

4
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お年寄り園芸いきいき
五農で「認知症カフェ」開催

五農の敷地内にある古民家「耕心庵」で認知症の人や
家族、専門員など誰もが交流を深められる「認知症カ
フェ」を開きました。カフェの開催は生徒達のアイデ
アで高齢者や専門員と触れあう機会の創出、近年あま
り使われていない耕心庵の有効活用を目的に行われま
した。生徒は全員認知症サポーターであるほか、学校
では園芸や触れ合いによるコミュニケーション方法
「タッチケア」を学んでおり、カフェの開催は学習成
果を確認する機会にもなりました。
開催日には市内の施設利用者や職員、介護中の住民
約20人が来校して、ベゴニアの花の植え替え、生徒達
のハンドマッサー
ジを楽しみまし
た。利用者は生き
生きとした表情で
会話や折り紙に興
じていました。

た恩人です。私のモットー「生徒の将来に責任をもつ教育」はその経験から生まれた発想
でした。五農生の皆さん、五農は世界一の学校です。国内外を問わず物事を自分の目で
しっかりと見て判断する力をつけてください。生徒、保護者の皆様の一層のご健勝とご活
躍をお祈りいたします。

資格取得など優秀者顕彰「アグリマイスター」 地域振興貢献たたえられ
五農が３年連続全国最多認証される。
あおぎん賞は1993年に
全国農業高校長協会によるアグリマイスター顕彰は今年で３年目
です。生徒が取り組んだ学校農業クラブの活動や各種コンクールの
成績、資格取得状況などを点数に換算して認定されます。本校は前
期、プラチナに１人、ゴールドに21人、シルバーに73人が認定さ
れました。五農の認証数95人は全国の４割を占めます。日頃の授
業で学んでいることが大きく評価されたことは生徒達の自信になり
ました。

創設され、本県の産業や地
域振興に貢献した団体に贈
られてきました。今年は地
域貢献分野で本校が選ばれ
て表彰されました。

五所川原農林高等学校 PTAだより

5

祭
五 農

五農祭

PTA会長 清野

３学年進学・就職内定速報

悟

H29.11.30現在

ここ数年、五農祭といったらＰＴＡの方々による体育館で開催している餅つきです。前ＰＴＡ会長のご厚意で、臼と杵
をお借りして、お父さん方、お母さん方そしてＯＢの方々、沢山のご協力のもと一致団結して行っている感が、毎年強く
なっていると感じております。
つきたてのお餅を楽しみにしていただいているお客様も、毎年多くなっているように感じます。なんせ、すべて手作り
のため、時にはつき上がるまで長い時間お待たせする事もありますが、マナーを守って待っていただいているお客様に感
謝する所であります。新米である五農産の餅米を使ってのお餅ですので、味には
自信を持って振る舞っております。子供たちと先生方が丹精込めて作ったお米をＰＴＡの方々が愛情込
めて作り上げる。それをお客様が喜んで食する。これが農業高校の醍醐味、目指す所ではないのかなと
感じております。是非とも、これからも続けて行っていっていただきたいイベントだと思います。私も
来年からは、ＯＢとして参加させていただきます。ご協力してくださった皆様に感謝、感謝でございま
す。ありがとうございました。

進

学

基礎学力の充実
本校では、AO・推薦入試による受験が

25

主となっています。今年度は国公立の４年

20

制大学に挑戦する生徒が昨年度より多く、

15

11月から行われる推薦入試に尽力してい
ます。3年生は残りの高校生活で基礎学力
立派な社会人になれることを期待していま

（人）

50

44

41

会

東北高P連盛岡大会に参加して

PTA副会長 秋田谷

誠

「輝けドリームマップ」世界へのかけはしを郷土からをテーマに
第66回東北地区高Ｐ連盛岡大会が７月６〜７日に盛岡で開催され
ました。大会ではPTAに功績のあった方々の表彰があり、広報紙
部門では、本校が優秀賞を受賞しました。研究協議では大会テーマ
に基づき東北各県の代表から事例発表があり、本県からは弘前東高
校ＰＴＡ会長から社会人としての心構えを伝えたいとの想いから、
ＰＴＡ・同窓会・後援会が合同で劇団を作り寸劇を通して卒業生に
熱いエールを送り続けているとの発表がありました。私達は社会と
若者の架け橋となり、夢をもたせ、世界に通用する人材を育て、心
豊かに逞しく未来に向かっていけるように応援していきたいと感じ
させる大会でした。

ＰＴＡによる
備 環境整備に参加して
環境整

ＰＴＡ監事 三橋

五所川原農林高等学校 PTAだより

PTA副会長 岩谷

千里

康平

平成29年５月22日㈪〜５月26日㈮の登校時間、ＰＴＡあいさつ
運動に参加しました。期間中は、学校の校紀委員の生徒、先生方と
合同で行いました。
通学生徒の様子ですが、あいさつを返してくれる生徒、恥ずかし
さからか少し元気なさそうな小声であいさつする生徒など様々でし
た。また、保護者の参加者が少ない日もありました。あいさつ運動
は生徒の通学や学校での様子を伺えるチャンスです。保護者の皆様、
少しの時間でも活動に参加していただければと思っております。来
年度、是非よろしくお願いいたします。

渉外主任 鳴海

１１月25日、参加人数18名のもとＰＴＡ研修旅行を行いました。
行き先は盛岡市内、盛岡八幡宮からあさ開き酒造の見学、東屋での
わんこそば体験の旅程です。当日は天候が不安でしたが、パワース
ポットで鋭気を養い、わん
こそばで満腹となる身も心
も大変満足な研修旅行とな
りました。
特にわんこそば体験では、
100杯を目指した熱戦が展
開され、大いに盛り上がり
ました。また、バスの車中
でも談笑の声が聞かれＰＴ
Ａ会員相互の親睦を深める
ことができました。
次年度もこのような楽し
い企画を運営できるように
勤めたいと思っております。
会員の皆様の多数の参加を
お願いいたします。

合格率
９７％
合格率
１００％

10

6

5
0

大学・進学

専門学校

■受験者数

前途洋々

合格率
１００％
31

6

その他

31

■合格者数

就

職

今年度、企業の動きは、昨年よりもさら
に早くなっています。11月１日現在、県
内求人件数は638件、県外は1,232件で

10

３次募集が続いています。

す。県外は、人手不足のために、２次募集、
現在、県内41名（男27、女14）、県

0

県

県

外

■受験者数

（人）

35
30

突破率
２９％

ています。

20

突破率
６６％
公安系…警察官、消防官、
自衛官の総称

突破率
７５％

19

17

外31名（男14、女17）の内定が決定し

内

■合格者数

15

智也

34

21

20

20

ＰＴＡ研修旅行

35

その他：職業能力開発短大、高等技術専門校他

合格率
９３％

30

25

行
研修旅

６月17日今年度のＰＴＡによる環境整備に参加して本校野球場
周辺の側溝の泥上げ作業と除草作業を行いました。天候に恵まれ初
夏の清々しい中で、作業は順調に進み、教職員と合同で行った作業
は親近感が生まれ、参加いただいたＰＴＡの方々との連帯感と協調
性を感じながら、無事終了しました。
作業後に行われた慰労会では、校長先生や教頭先生をはじめとす
る教職員の方々と焼き肉
など沢山の料理を囲み、
多いに会話が弾み楽しい
一時となりました。この
度、初めて環境整備に参
加し、教職員、ＰＴＡの
方々と交流を深めること
ができて私自身の人間関
係を培う有意義な体験を
得た一日となりました。

6

運動
あいさつ
ＰＴＡあいさつ運動に参加して

24

す。

進学担当：宮﨑先生

40

東北大

合格率
８８％

35
30

を確かにし、進学先で専門性を身につけ、

ＰＴＡ活動

（人）

40

12

10
5
0

就職担当：山口先生

多数公務員試験 合格！ 公務員
公務員試験受験者は23名です。１名の
発表を来月に控え、13名が希望の職種に
決定しました。特に林業の地方公務員の合

9

格率は70％を突破しました。

5

講習会を受講したり、模擬試験を受験し
たり、本屋で公務員試験用問題集を購入す

国家

■受験者数

地方

公安系

るのもいいでしょう。自分のやる気が大切

■一次試験合格者数

です。

※複数の受験をしている生徒もあり

就職担当：藤田先生

主任の小部屋
進路主任：平川先生
今年度の進路決定状況を見てみますと、例年より決定率が高く、特に就職希望の女子が健闘しました。
これまで合格が難しかった企業にも果敢に挑戦し、内定を勝ち取っています。その子たちに共通している
のは、明るく元気なことと、自発的に行動していること。そして、こちらを安心させるような逞しさです。
今後、少子高齢化がますます激しくなり、先行き不透明な社会において、自ら考え行動する力が求められ
ていることは間違いありません。ご家庭でもお子様とのコミュニケーションを大切にして、ご支援くださ
いますようお願いいたします。
五所川原農林高等学校 PTAだより
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生徒とのふれあいが良い」と中学生か
ら好評を得ました。また、保護者から
も「他校にはないいろいろな体験がで
きる、とても素晴らしい学校」との意
見を頂きました。
一方で「参加人数が多いので、体験
の時間を多くして欲しいと思った。」
等の改善を必要とする項目もありまし
た。今後も体験入学は、多くの中学生
や保護者に参加してもらえるように企
画していきたいと考えています。来年
度もよろしくお願いします。

体験入学
アンケート
今年度の体験入学は，在校生が積極的に各学科の
特徴を説明し、中学生と本校生徒との触れ合いを多
く持つ機会になりました。そのことで、中学生には本校の良
いところを感じてもらえたのではないかと思っています。ア
ンケート結果からも、「各学科と体験学習が良い」「部活動

中学生編

平成29年度 中学生体験入学アンケート結果一覧表

【調査場場所】 第１体育館

【有効回答数】 306名

興味深いと思った点（複数回答可）
●コンクリートの強度の確かめ方
●実際にやってて面白そうだった。
●生物について
●１つの学科だけでも学ぶことがたく
さんある。
●森林科学科では、ききょうの絶滅の
危険を救ったところ。
●自分たちで作った物を食べれるから。
●リンゴ酢について
●自分たちで作った物を加工して食品
として出すから。
●水質調査やチェーンソー
●丁寧で内容が充実していた。
●作業に使う機械の使用方法
●距離計測が面白かった。
●食品の研究をやっているところ
●元気があって楽しい。
●体験してそれがどういう
ものか分かった。
●米を食べてみて、かたさが
違って面白かった。
●部活動
●測量などに興味があった。
●ツリークライミング
●紙にまとめたり、試食もあったから
●ジャム作りなどをやりたいと思った。
●草花の増やし方など
●自分でいっぱい実践できること。
●実演をしてくれたり、わかりやすく
説明してくれた。
●りんごの葉脈だけではなく他の植物
の葉も見てみたいと思った。
●五農の中にさまざまなコースがあっ
て自分にあったコースを選べる点
●さまざまな体験を通して、自分の希
望の学科を知ることができた点
●部活動やいろいろな学科の授業内容。
●試食や生徒が参加できる物がある点
●五農米の食べ比べや味の違いなど面
白い内容でした。
●入学しなければ分か
らない事がある点
●その科だけでしか出
来ない事がたくさん
あったから
●自分たちで研究し、
発表している点
●各学科の説明が詳しく、わかりやす
かった。
●目標を持って進んで行っているとこ
ろが興味深かったです。
●りんごの葉脈をしおりに
したこと
●各学科のブース

難しかった点（複数回答可）
●説明が難しかった。
●専門的なことが多く、少し難しかっ
た。
●はりがねを巻くのが難しかった。
●バスケットボール
●チェーンソー
●ツリークライミングの説明があまり
分からなかった。
●テニス部がなかった。
●小麦粉の種類など

10
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（1）
体験入学に参加した動機
■先生の勧め
■父母の勧め
■五農に入学したい
■友達が行くから
■とにかく一度みたい
■その他
■未記入

5

5

【調査場場所】 説明会終了後
（2）体験入学の感想
■有意義であった
■役に立たなかった
■その他
■未記入

1

7

1

5

20
117

146

293

12

（2）
−1 有意義な人の感想

■学校の概要説明が良い
■各学科と体験学習が良い
■部活動生徒とのふれあいが良い
■配布物が良い
■未記入

（複数回答可）

■学校の概要説明が良くない
■各学科と体験学習が良くない
■部活動生徒とのふれあいが良
くない
■配布物が良くない
（複数回答可）
■未記入

3

2

103

3

39
120

（2）
−2 役に立たなかった人の感想

7

11

245

（3）体験の内容について
■興味深かった
■内容が難しかった
■面白くなかった
■未記入

3

10

（4）本校への入学意思
■入学したい
■まだわからない
■未記入

5

7

21

111

190

275

（4）
−1 入学意思の決定時期
■小学校
■中学校１・２年
■中学校３年１学期
■今日の体験入学
■未記入

（4）
−2 学科の希望
■食品科学科
■環境土木科
■森林科学科
■生物生産科
■未記入

14
106
13 45

128

（4）
−3 志望動機

■農業や農業関連を学習
できる
■スポーツができる
■勉強をしなくても良さ
そう
■自分の能力・適性に合っている
■将来の進路が実現できる
■先生の勧め
■父母の勧め
■先輩の勧め
■その他
■未記入

6

90
10 48

2 0

79
37
10

24

80
54

80
38

45

（4）
−3 未定の理由

■父母は勧めるが、自分
の考えが決まらない
■先生は勧めるが、自分
の考えが決まらない
■体験入学で気に入ったが、迷っ
ている
■入るつもりで来たが、体験入学
で考えが変わった
■自分は入りたいが、父母が反対
■卒業後の進路に不安
■その他
■未記入

12

66

10

17

189

1

4

7

●いろいろな体験があって魅力
的だと思った。
●学校全体の活動がよく分かり
とても良い。
●司会の進行がとても良かった。
生徒たちも楽しそうに見えた。
●親としてはとても興味のある
学校で入学させたいと強く思
った。
●他校にはないいろいろな体験
ができる、とても素晴らしい
学校ということがわかり、先
生も生徒も一生懸命で良かっ
た。
●五農生の挨拶が男女問わず素
晴らしかった。
●初めて聞いたことなど良かっ
た。
●とてもわかりやすく説明が聞
けた。入学させたいと思った。
●資格もとれ、就職も安定して
いるので、興味がたくさんあ
った。
●子供と一緒に体験できてよか
った。学校のことがよくわか
った。
●体験ブースの見学の時間がも
う少しあれば良かった。
●夏休みにも関わらず、体験入
学を行っていただいた生徒の
みなさんや先生方ありがとう
ございました。
●遠方から来ているので、体験
入学は良かったと思う。寮生
活のことをもっと知りたかっ
た。
●生徒たちの体験ブースも工夫
あり楽しく、保護者の説明も
ＶＴＲを使ってわかりやすか
った。
●農業高校の特色を生かして、
様々な取り組みをされていて
ぜひ子供に入って欲しいと思
った。
●制服等の展示があれば良かっ
た。
●グローバルＧＡＰの認証さら
に取得できることを祈ってい
ますので、頑張って下さい。
●校長先生はじめ、情熱あるご
説明ありがとうございました。
親としても、大変わくわくし
ております。
●どうしても、いじめ等が気に
なる。
●学校自体目線が『世界』とい
うのにとても感心があり、良
かった。
●今回学校に来てみてよかった。
子供たちの将来性、可能性に
目標が持てた。
●体験学習は実際に体験してい
る人が少なかったように思
う。子供はどうか分からない
が、親は興味を持ち、体験入
学に来て良かったと思う。
●大変参考になったが、環境土
木科の説明が少なかった。

保護者編
【有効回答数】 113名
（1）体験入学の時期
■ちょうど良い
■早い

■遅い
■未記入

0

0
2
111

（2）体験入学のスケジュール
■ちょうど良い
■短い

■長い
■未記入

1

1
5
106

（3）進路指導上参考になった内容

■学校の概要説明が良い
■各学科と体験学習が良い
■部活動生徒とのふれあいが良い
■配布物が良い
■その他
（複数回答可）
■未記入

4
16

0

60

99
58

（4）進路指導上、不足を感じた内容

■学校の概要説明が不足
■各学科と体験学習不足
■部活動生徒とのふれあいが不足
■配布物が不足
■その他
（複数回答可）
■未記入

4

6
10

0
7
24

●義務入寮はなぜ生物生産科
だけなのかが疑問に思う。
●最先端の教育活動をしてい
ることを初めて知った。
●学び直しという取り組みと
てもありがたいと思う。
●事前申込み時に学科希望を
とっていなかったので、来
て希望する学科に分かれる
ことは難しい。
●体験学習が見れなかったの
が残念。
●行動力、人間性重視で教育
活動が行われているのが素
晴らしい。
●様々なブースに分かれてい
たため、科で迷っている生
徒には有効だったと思う。
●先生方の説明が大変上手で
熱意が伝わり、娘が合格で
きたらいいなと思った。と
にかく教育に対しての熱意
に感動した。

生活科学科の歴史
昭和 25 年に設立され、長い間慣れ親しんできた「農村家庭科」から、昭和 38 年に「生活科」へと改
組され、約 2400 名の卒業生を送り出し、平成元年度に３度目の学科改編がなされ、
「生活科学科」と
なって再発足してから 29 年で約 1,000 名の卒業生が巣立っていきました。 地域の農村社会を理解・
発展させうる有能な婦人の養成を図ることを目標に女子教育をしてきましたが、時代の流れで、社
会のニーズに合う女子生徒の育成の方向が打ち出され、学科の改編へと進んで現在に至っています。

平成29年度 生活科学科３年生
五農創立百周年記念
ファッションショー

生活科学科に学んで

工藤 友香

生活科学科では、普通科目や農業科目の他に食物
や被服、保育などの専門教科を学んできました。
授業を通して地域の様々な人たちと交流をすること
もできました。 生活科学科に入って、多くの信頼
できる仲間や先生方に出会うことができました。 数え切れない思い出
が詰まった生活科学科が閉科になることはとても悲しいです。 私は春
から看護師になるため大学へ進学しますが、五農の生活科学科で学ん
だ事を生かして、夢を叶えたいと思います。

大好きな生活科学科

早乙女姿で田植え

新岡 彩乃

みんなが大好きな生活科学科では、調理や被服、
保育など将来にとても役立つことをたくさん学びま
した。 他の学科と大きく違うところは、教室のど
こを見ても女子しかいない所です。 行事や実習、
授業では女子ならではの団結力や楽しさがあり、毎日 , 生活科学科の
みんなと過ごす事が楽しく充実しています。 褒められる事も多い分、
怒られる事も少し多かったと思います。 生活科学科は個性豊かな美女
揃いで、大好きです。 閉科になっても五農の生活科学科で学んできた
ことを今後の将来に生かしていきたいと思います。

二兎を追い、欲しいものを得る

生活科学科 主任 白川

和歌子

生活科学科は、
「女性の農業後継者」
の育成を目指し、職場でも家庭でも活躍できる人を育てることが目的である。
「二兎を追うものは一兎をも得
ず」
ということわざがあるが、生活科学科の生徒は自ら何兎も追い、何匹も捕らえてきた。 これが原因なのか、本学科卒業生はどんな環境にで
も上手に適応できる。
うまく環境に適応できる要因を分析すると３ヶ月間の寮生活と生活科学科独自の実習ではないかと考える。 寮生活では、決められた時間での
行動、他人に気を遣いながら、進路の勉強をし、集団生活の大変さを学ぶ。 また、実習では、集大成であるゆかた作りや５〜７品の料理を 90
分で作る調理検定など、他学科の生徒から見れば楽しそうに見えるようである。 しかし、実際作ったみなさんの感想は、
「もう二度とやりたくな
い。
」という声が聞こえそうである。
「二兎を追い、欲しいものを得る」には、裏での努力が必要なことを学んだのではないかと思う。 祖母、母、
娘親子三世代にわたり、農村家庭科、生活科、生活科学科で学んだ生徒もおり、67 年の歴史に幕を閉じるのは残念であるが、次のステージで、
持ち前のプラス志向で環境にうまく適応して輝いてほしい。
五所川原農林高等学校 PTAだより
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