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楽し
かったね学校祭

多くのご来場、誠にありがとうございました。

今年はピザ釜も登場

�
半場　千代子さん　初めての参加でしたので少し不安もありましたが、とても楽しい一日を過ごすことができました。お母さん達とのわきあいあいとした中でのいもの芽とりは、あっという間に終わりましたし、外でのいも配りでは、先生・生徒の皆さんやＰＴＡ、地域の皆さんと直接触れあえて、とても良かったです。ソーセージ、アイス、パン等もとても美味しかったです。

�
竹中　美紀さん

　今年も楽しんでＰＴＡ模擬店に参加させ

ていただきました。沢山あったジャガイモ

の皮むきも皆さんと楽しくお話しをしてい

たらあっという間に終わってしまい、ジャ

ガバターもおいしく出来、気が付けば完売！！

先生・保護者の皆様お疲れ様でした。あり

がとうございました。

保護者の声

�
福永　加代子さん　今年もＰＴＡの模擬店。じゃがいもの収穫時期の関係上、実施ができるか心配されたじゃがバター作りができました。参加させてもらい良かったです。子ども達の様子を見たり保護者の方々と話ができたり、楽しませて頂きました。

保護者の声

保護者の声

�
佐藤　睦美さん

　初めてＰＴＡの一員として参加し、お手

伝いを頂いた先生や皆さんと共にイモの芽

取りや配布作業を経験し、とても楽しく過

ごす事ができました。天候にも恵まれ、生

徒さんも元気があり、とても良い学校祭に

なったと思います。

保護者の声
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Ｑ１　この花は、何科の花ですか。

Ａ．アブラナ科　Ｂ．ナス科　Ｃ．ウリ科

Ｑ２　この種子は次のうちどれですか。

Ａ．ダイコン　Ｂ．トマト　Ｃ．キュウリ

Ｑ３　この計測機器の名前を答えなさい。

　８月25日～29日までの５日間、２年生アグリビジネス科の生徒が産業現場実習を

行いました。産業現場実習の感想を、土屋将貴くん、楠俊明くん、吉田萌さん、木

幡ののかさんに、聞いてみました。産業現場実習

Ｑ＆Ａ！！
　皆さんは、答えられるかな？

　ここで、農業技術競技大会に出

題される問題を解いてみましょう。

正解：Ｑ１　Ｂ　　Ｑ２　Ｃ　　Ｑ３　ノギス

開会式の様子 情報処理競技の様子 鑑定競技の様子

東北海道技術競技大会入賞者、全国大会出場者
フラワーアレンジメント競技最優秀賞、

3-2高橋菜々実さんの作品

全国大会出場

　おめでとう！！

土屋将貴くん

　今回の実習はなによりとてもためになりましたし、とても楽しかっ

たです。僕が行った、松山さんの家の方にも優しくしてもらって、と

ても良い環境の中で、実習を行うことができました。色々な事を学べ、

とても内容の濃い実習になりました。

楠俊明くん

　産業現場実習は、疲れましたが勉強になることをたくさん教えても

らいました。そして、教えてもらったことを今後学校生活などで活か

していきたいと思います。

吉田萌さん

　５日間の産業現場実習も無事に終わり、気持ちが楽になりました。

最初、「ちゃんと仕事ができるか」とか「仲良くなれるか」とか不安

ばかりだったけど、農家さんの家族もすごく優しかったし、仕事も丁

寧に教えてくれました。おじいさんからは、牛の人工授精の話など、

牛についていっぱい聞けて勉強になりました。夜になったら、子ども

さんたちといっぱい遊んだり、仲良くなれたのでうれしかったです。

この５日間どうなるかと思ったけど、すごく良い経験ができ、最後の

最後まで楽しく過ごせたので行って良かったなと思っています。

木幡ののかさん

　私は、５日間という短い間でしたが、たくさんのことを学べました。

最初は、不安しかなかったけれど農家さんは、とても優しく、安心し

て楽しく作業することができました。とても、良い体験ができました。

 ７月３日（木）、農業クラブ三大事業の一つである校内技術競技大会が行

われました。技術競技大会に向けて、各教科で対策問題に取り組んできま

した。また、放課後に自主的に学校に残り、勉強に励む生徒もいました。

初めて競技に取り組む１年生はなれないながらも、真剣に問題に取り組む

姿勢が見られました。２年生や３年生は、勉強の成果を発揮するために集

中して問題に挑みました。

　８月12日（火）の東北海道大会において見事入賞した４名は、沖縄県、

宮城県で行われる全国大会に出場します。生徒の活躍を期待します！

技術競技大会

《入賞者の声》
○鑑定競技　畜産コース

　優秀賞　宮本菜摘さん

　校内大会は勉強した所が出て良い点数が取れました。東北海道の大

会は難しいと聞いていたので校内より勉強して出場しました。難しい

問題もあったけど、勉強した所はしっかり解けたので良かったです。

全国大会は勉強したりなかった所を勉強して出場したいです。

○鑑定競技　食品科学コース

　優秀賞　中野利之くん

　夏休み学校に勉強に来た甲斐あって、入賞できて良かったです。た

だ、夏休みのほとんどを勉強に費やしたので、もう一度夏休みが欲し

い…と思っているのが本音ですが、全国大会に向けて、もう一頑張り

たいと思います。

　今回の大会で沖縄に行くために精一杯勉強し、高校最後の夏休みも

毎日勉強に勤めました。東北海道の本番では雰囲気で緊張しましたが、

成果を出せました。入賞できたので嬉しかったです。

　大会中は、審査員の目は全く気にならなく、作品のことしか考えて

いませんでした。完成した作品は、練習と比べて、全く満足のいくも

のではありませんでした。受賞がわかった時は、驚きました。全国大

会では満足できる作品ができるように頑張ります。
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頑張る君へ！充実サポート

★
４年制大学を目指す生徒への支援・助成制度
　４年制大学への進学を目指す場合、成績、人物評価などの条件はありますが、修学助成（高
校在学中）と修学資金無利子貸付制度（大学進学後）の利用が可能です。なお、町内企業等に
10年間勤務、または公立学校の教員になれば、全額助成。

町外生徒の通学には自主バスの利用
　現在４路線（帯広線、池田線、芽室線、十勝東北部線）で運行している自主運営バスは、保
護者が運営母体として運営しています。

資格検定取得への支援
　学校で開講している検定試験に合格をすると、受験料を全額助成します。（例　文書処理検定、
漢字検定、英語検定、硬筆書写検定、簿記検定、その他各種検定　一部検定を除く）

士幌町からの支援
　町外生徒で自主バスでの通学が困難な生徒は町内指定下宿（フレンドハウス）への入居が可
能です。また、士幌町の施設（食品加工研修センター）の活用や部活動や農業クラブへの経済
的助成など地域からのバックアップもあります。

1

2
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卒業生からのメッセージ
好 き な 食 べ 物　　ティラミス
今はまっていること　　実家に帰ってくると必ずお菓子作りをすること
将 来 の 夢　　�自分のお店（カフェ）をもって、手製のお菓子や
　　　　　　　　　　　　パンを出したいです。　
士幌高校での思い出　　農業クラブ活動です。２年間役員として頑張りました。
中高生へのメッセージ　　実習では収穫したての野菜が食べられるし、体験的な勉強ができてとてもため

になります。
高 校 時 代 の 資 格　　日本書写技能検定協会毛筆書写技能検定３級

全国高等学校家庭科教育振興会全国高等学校家庭科食物調理技術検定３級
全国経理教育協会文書処理能力検定ワープロ３級

堀江　砂絵 さん（平成25年度卒業生　札幌ベルエポック製菓調理専門学校　パティシエ科）

在校生からのメッセージ
士幌高校に入学してよかったこと
　　　　　　　　　　　　先生が生徒一人ひとりをよく見てくれることです。
中学生へのメッセージ　　�士幌高校は、農場や食品加工センター等、設備が整

った学校です。学校祭では、農業高校ならではのお
いしいものがたくさん食べられます！

都築　皓太 君（フードシステム科３年生）
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学校紹介

★
　本校は士幌町立の農業高校であり、専門知識を持った農業後継者
の養成、食料の生産・加工・流通など食品産業の基本を身につけた
産業人の育成という使命を持って、周辺地域と連携しながら、信頼
される魅力ある学校づくりを推進しています。

士幌高校の校訓
人に対しても　物に対しても　謙虚な社会人となろう

士幌高校の２つの科の紹介
アグリビジネス科
・これからの「おいしい」を支える農業を学びます。
・農業がもつ機能を活用し豊かな産業の創造に携わります。
・豊かなフィールドを通して体感しながら学ぶことができます。
フードシステム科
・食品づくりから「安全と安心」の基礎を学びます。
・食品製造や品質管理、衛生管理等について実践的に学ぶ科です。
・農業生産物の流通や販売に携わりながら学ぶことができます。

士幌高校の特色
・自然豊かな大地に囲まれた環境と食品加工研修センターなどの整
った設備の中で学習することができます。

・道内外からも交流や視察に多方面、異年齢の人々が訪れる一方、
本校からも海外を含め各地での交流や実習などに生徒が多く参加
する機会があります。

・学校祭やスポーツ大会、見学旅行などの行事の他農業高校の３大
行事である意見発表大会、技術競技大会、実績発表大会、その他
様々な行事があり充実した学校生活を送ることができます。

・士幌高校ならではの農業クラブ活動や部活動などの課外活動を通
して総合的な力を身につけることもできます。

•� 士幌高校では、充実した英会話教育を受けることができます。毎
年実施されているアメリカコロラド州でのホームステイ（10名
程度、旅費はほぼ全額補助）や、複数の ALT による “生” の英語
を学習できます。

� 校　長　　谷口　　宏　　　　　　　
　本校は、創立65年目を迎えた町立の農業高校です。これまで地域産業の担い手をはじめ、地域
のリーダーなど多くの優秀な人材を輩出しています。さらに「農業高校の甲子園」と言われている
農業クラブの全国大会では、数々の輝かしい実績を残してきた伝統ある学校です。
　近年では、「生徒を主人公にしたきめ細やかで丁寧な教育」と「町立高校ならではの学びの体制」
の２つが本校の特色として評価が高まりつつあります。
　現在、わが国の教育の大きな目標は「生きる力」の育成です。私はこれを、「どんな困難に遭遇
しても、挫けずに粘り強く逞しく活きていく力」だと理解しています。
　そのためには、学力はもとより、体験を通して感じたことを表現する力、人との関わりを築いて
いくコミュニケーション能力、困難に出会った時、どう考え、どう判断し、どう行動するかといっ
た、「人間力」を育てることが大切だと考えています。それには、自然の厳しさに日々鍛えられな
がら命に触れる家畜の飼育や作物の栽培実習、また、自分たちで生産した牛乳や作物を原料とした
加工品をお客様に説明しながらの販売実習など「農業の教育力」が今こそ求められていると強く感
じています。
　本校は、「農業を教える学校」でありながら、「農業の教育力で人づくりをする使命を担っている
学校」でもあります。
　自然豊かな本校の環境に身をゆだね、ゆっくりと流れる時間の中で自分自身と向かい合い、将来
の生き方を描いて欲しい。さらに、農業と食の基礎 ･基本を学び、十勝の産業人として社会に貢献
できる人材となって欲しいと考えています。
　『人々にとって大切である農業と食を理解し、逞しく生きる力を身につけること』＝これこそが
士幌高校の教育の礎なのです。

1

2

3

校長からのメッセージ
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士幌高校の英語教育
　本校の特色の一つに、英語教育があります。ＡＬＴ（外国語指導助手）３名の配置に加え、海外文化交流事業など、実践的な

英語を学べる環境が本校にはあります。

海外文化交流（米国研修旅行）、目前！
　10月下旬の派遣へ向け、派遣生徒は夏休みや放課後を利用して、

事前学習を進めています。

派遣生徒Ｑ＆Ａ
Ｑ．派遣まで約一ヶ月ですが、今の心境は？

　�少しずつ話せるようにはなって来たとは思うが、まだまだ少し

不安である。（Ｔ _Ｔ）（３－２鎌田千穂さん）

　�アメリカで日本とは違う文化に触れられるのが楽しみ。

　（３－２松井由希子さん）

Ｑ． 派遣後、どれくらいの英語力（聴解力、会話力）を身につけ

ていたい？

　�単語だけの会話ではなく、文章で話せるようになりたい。

　（３－１渋谷優衣さん）

Ｑ．将来、どれくらいの英語力を身につけていたい？

　�フランス調理師と、英語で話せるようになりたい！！

　（３－１井出友輝君）

ホテルに着いたら、何て言う？
“Hello.  Can I check in?”

道案内の練習中 
“Excuse me, where is the
　best restaurant in town?”

高校生フェスタ2014

３年１組　荻野　拓也君

Ｑ．試合の感想をお願いします。

　　�週末しか練習ができず不安もありましたが、精一杯力を出せました。

連合チームとして初めて９回の裏まで進むことができ、ファインプレ

ーもあり、僕らの力を最大に出せた試合だったと思います。

Ｑ．野球との出会いは何ですか？

　　�中学1年生の時に先輩のファインプレーを見て、自分もああなりたい

と思いました。その後野球を始めました。

Ｑ．今後、どのように野球を続けようと思っていますか？

　　�社会人になったら会社の人と草野球をして、高校時代の思い出をよみ

がえらせたいです。

選手インタビュー

僕らの
　６月30日（月）、帯広の森公園にて第96回全国高校野球選手権北

北海道大会十勝地区予選会が実施され、本校は士幌・新得・幕別の

連合チームとして出場しました。対戦相手は鹿追高校。この日のた

めに応援団も結成され、連合チーム応援団は一体となり選手に声援

を送り続けました。残念ながら一回戦を突破することはできません

でしたが、連合チームにとってこの日の試合は今までで「最高の」

出来。選手が一丸となりプレーをする姿はとても印象的でした。

　８月12日（火）、森の交流館・十勝（帯広市）にて高校生フェ

スタ2014が開催されました（主催：十勝インターナショナル協会）。

アメリカ、オーストラリア、タイ、ノルウェー、ニュージーラン

ド、フィリピン、インドネシア、中国、スリランカ、マラウイか

らの留学生と、十勝の高校生がゲームやグループワークを通じて

交流を深めました。

　本校からも７名の生徒が２時間半「英語だけ」「多国籍」を体感。

それぞれ、どんな感想を抱いたのでしょうか…。

「英語ばかりで難しかった。」「話せなかった。」

「言葉の壁を感じました。でも、優しく教えてくれ、皆ニコニコ

していました。今回は英語でアイディアを出せなかったので、次

は頑張りたいです。」

グループワークの様子

発表の様子

高校野球
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　７月31日（木）、愛知県より農業高校生が来校しました。士幌高校のことを知ってもらうためにスライドでの説明や、農場、食品加工研修センターの見学など、とても有意義な時間を過ごせたのではないでしょうか。

愛知県農業高校生
視察研修

士幌高校の　力
　交・流・紹・介 魅

本校農業クラブ執行部
　　　　大内乃愛さんの感想　愛知県の高校生を農場や食品加工研修センターに案内し初めて見る野菜や機械におどろきやどよめきがあり質問など士幌の農業への関心が高まり嬉しかったです。

　試食会では農業にとどまらず文化の違いなどの話を聞いてたくさんの交流が出来て良かったです。

　　　　　　　　　　　　８月21日（木）～22日（金）、今年も美

　　　　　　　　　　　濃市から元気な小学生が来校しました。恒

　　　　　　　　　　　例のジャガイモ掘りは雨天により中止とな

りましたが、クイズなどを交えた受入れセレモニーは盛り上がり、

引き続きバター作りでも、子ども達は熱心に取り組んでいました。

Ｑ . 北海道の印象はどうですか？

　 「広い！畑の大きさが全然違います。道をずーっと進んで行って

も信号がないのにびっくり！」

　「寒い！美濃は毎日30度はあります。」

Ｑ . バター作り体験はいかがでしたか？

　「初めてだったけど、意外と簡単にできました。けど疲れたな～。」

　「楽しい！」「家に帰ったらやってみたい！」

Ｑ . ジャガイモはどうだった？

　「ホクホクで美味しかった！」

本校生徒による砂糖大根の説明を聞く子ども達。

ＰＴＡふれあい交流会
　７月28日（月）ＰＴＡふれあい交流会が行われまし

た。種目はミニバレーボール。保護者、生徒、教職員

が互いに声をかけ合い、さわやかな汗を流しました。

学 年 合 同

美濃市フレンドシップ

交流事業

　7月18日（金）、フードシ

ステム科3年生を対象に、

食品衛生責任者講習会が実

施されました。「講師のど

んな話が印象に残りました

か？」の質問に、3年1組渋

谷優衣さんはこう話します。

「とても面白かったです。

中でも、ある漬け物屋さん

で漬け物の中にカエルが混

入していた話には驚きまし

た。何人もの従業員の人が

作業にあたって見ていたの

に、です。食品衛生資格者

の責任の大きさが分かり、

将来に役立てられそうです！」

食品衛生責任者講習会

　　　　　　　　　　　７月18日（金）、鹿追小学校との

乗馬交流会が実施されました。普段馬に接することのあま

りない子ども達ですが、経験豊富なお兄さん、お姉さんに

助けられ、乗馬を楽しんでいる様子でした。

３年２組　白井　明香里さん

　子ども達の乗馬の手伝いをしました。バランスがなかな

かとれなくて大変でしたが、頑張って支える手伝いをしま

した。子どもたちの気持ちをうかがいながら、乗馬の手伝

いをしました。少し疲れましたが、子どもたちと接するの

は楽しかったです！

鹿追小学校乗馬交流会

士幌高等学校ＰＴＡ　高原だより
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いちおし�士幌
高校

の

「オクラ」

しほろ7,000人のまつり

　今回のいちおし！は3年生牧野君

のいちおしです。オクラはアオイ科

　8月17日、しほろ7,000人

のまつりにて農産加工専攻班、

畑作専攻班が実習で生産した野

菜や製造した加工品を販売しま

した。

　多くのお客様に来ていただき、

大盛況のうちに販売は終わりま

した。

の植物で昨年度このいちおしで紹介

したオカノリの仲間です。原産地は

アフリカで、暑さに強い野菜です。

食べた時のネバネバには豊富な食物

繊維をはじめ、βカロチン、ビタ

ミンB、ビタミンC、

ビタミン E、カルシ

ウム、鉄分などの栄

養素を豊富に含んで

います。数に限りが

ありますので（栽培

している数の関係）

見かけたら是非購入

してみて下さい。

　本校の農場での収穫作業が本格的に始まり、今年度の販売会も残すところ、

約半分となりました。学期間休業を挟み、10月からはいよいよ後期が始まり

ます。3年生は進路活動が本格化し、卒業へ向けて残りの学校生活がより重要

になってきます。2年生は高校生活の中で、最も大きな行事である見学旅行が

あります。また、販売会があります。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期

ですが、体調管理に気をつけ、元気に学校生活を送ってもらいたいです。

編集後記

よつ葉ミルクフェスタ2014
　9月13日（土）、よつ葉ミルクフェスタ2014に本校より乳

加工、肉加工専攻班が参加しました。肉加工班長の島崎竜馬君

は「お客さんがたくさん来場し、加工品の売行きがよく、班長

としてとても嬉しいです。」と話します。

さっぽろオータムフェスト2014
オクラの実は
このようにし
てなります。

オクラの花はこん
なに可憐です。知
っていましたか？

・今年度より、アグリビジネス科の

　Facebook ページが開設しました�
　生徒の学習成果などを発信していき

　たいので、皆さんぜひ見て下さい�

https://www.facebook.com/hkdshihorohs

New! Facebook

今後の販売会のお知らせ
○食彩フェア in 帯広　10月11日（土）

　場所：イトーヨーカドー帯広店

○ASPO（JA士幌町）

　販売日：10月30日（木）、11月28日（金）

○学校販売会　10月16日（木）、11月６日（木）

　場所：士幌高校

○しほろ収穫祭　　10月19日（日）

　９月13日（土）～14日（日）、さっぽろオータムフェスト

2014に参加しました。本校から、アグリビジネス科で栽培し

た野菜スープ、肉加工専攻班で製造したソーセージを販売しま

した。２年生６名が参加し、たくさんのお客様に士幌の魅力を

ＰＲすることができました。

いらっしゃいませー


