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就職支援事業

各種相談員配置
学校評議員制度

進学支援事業
（チャレンジ）

職員一人一研究

教科支援教員

学校自己評価

実践力育成
社会人招聘事業

地域連携事業

安全教育支援

ＰＴＡ支援
同窓会支援

普通教科・科目

習熟度別授業

専門教科・科目

ブランド品開発

農業クラブ活動
プロジェクト学習

インターンシップ

直売所運営
百貨店販売実習

先端技術学習
資格取得

多世代交流実習

部活動

生徒会活動

ボランティア活動
地域連携活動

進路懇談会

FAR夢プラン
人材育成事業
修学支援事業

令和元年度入学者農家率19.0％

一人一人の夢と希望の実現をめざす

本校に入学した生徒の実態の把握

1クラス30名の充実した（手厚い）指導体制

「117年を超える歴史と伝統」と「15,000名有余の卒業生」
本校のあゆみ

明治 35年 ４月 八女郡立福島農学校として設立
昭和 30年 ４月 福岡県立八女農業高校と改称
平成 元年 ４月 農業経営科・園芸科・農業科学科を開設
平成 ４年 ４月 生活科学科を開設
平成 ４年 10月 創立90周年記念式典挙行
平成 13年 10月 創立100周年記念式典挙行
平成 16年 ４月 生産技術科・システム園芸科・生物利用科を開設
平成 24年 10月 創立110周年を迎える
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ジ

八女農業高校が目指す人材育成
農業及び地域産業並びに地域社会の発展

と活性化に貢献できる人材
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学習活動支援活動

３年

２年

１年

やる気!   元気!   本気!

生物利用科生物利用科システム園芸科システム園芸科

生産技術科生産技術科 生活科学科生活科学科

やる気！ 元気！ 本気！やる気！ 元気！ 本気！

福岡県立八女農業高等学校 〒834-0031　福岡県八女市本町2-160
Tel.0943-23-3175  Fax.0943-22-7064
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～平成30年度 卒業生の進路状況～～平成30年度 卒業生の進路状況～

可能性にチャ
レンジ！CAMPUS  LIFECAMPUS  LIFE

入学式
歓迎遠足
生徒総会、農業クラブ総会
校内意見発表会
校内プロジェクト発表会
自立と協働を学ぶ体験活動（１年）
クラスマッチ（２日間）
農業クラブ県大会
農業クラブ九州大会
インターンシップ
農業クラブ全国大会
八女農祭（文化祭）
クラスマッチ
修学旅行（２年）
卒業式
校内農業鑑定競技会

・野球部
・ソフトボール部
・サッカー部
・バレーボール部
・硬式テニス部
・弓道部
・卓球部
・空手道部
・バスケットボール部

・茶道部
・書道部
・ボランティア部
・動物科学部
・音楽部
・バイオ部
・美術部
・パソコン部
・加工クラブ
・花クラブ
・野菜クラブ
・軽音楽同好会
・玉露同好会

◆就　職
【公務員】
　福岡県職員（Ⅲ類農業土木）、 福岡県警察官、陸上自衛隊

【一般企業等】
　伊藤ハムウエスト(株)④、特別養護老人ホーム「彌栄苑」、エヌビーエル(株)九州工場②、(株)オーレック、
　(株)オリエンタルフーズカルビー(株)広島工場、医療法人社団慶仁会川﨑病院②、(株)引越社関東、九建架線工事(株)、
　九州ベストフーズ(株)③、古賀金属工業(株)⑨、有限会社澤田モータース、勝和産業(株)③、しろもと歯科小児医科クリニック、
　杉山ブロイラー、(株)スター・トレーディング、セイレイトータルサービス(株)、(株)関家具、(株)関家具大川本店、
　(株)高崎組、(株)高橋商店、タキロンポリマー(株)②、竹下産業(株)、(株)筑後電設、(株)ツマミナ、(株)中村製紙所、
　(株)にしけい②、(株)ホテル日航福岡、日産車体九州(株)、日本梱包運輸倉庫(株)④、日本ワイドクロス(株)九州工場③、
　馬場飼料(株)、(株)ハンズマン、日野自動車(株)、日之出紙器工業(株)④、(株)ひまわりフードサービス、平井観光農園、
　平岡電気(株)、(株)ファーストダウン、(株)ファビルス、(株)福岡イエローハット、福岡県八女森林組合、福岡八女農業協同組合②、
　ブリジヂストンスポーツアリーナ(株)スイミング事業本部、(株)ブリヂストン鳥栖工場③、ＰＲＯ・ＨＡＩＲ・ＴＥＣ、
　(株)宝栄工業②、マツダ(株)②、マックスバリュ九州(株)、丸永製菓(株)、(株)マルハニチロ物流サービス九州、(株)美咲、
　特別養護老人ホームみづま敬和苑、(株)明治九州工場、森田建設(株)、高邦福祉会柳川療育センター、山一産業(株)、
　山崎製パン(株)⑤、(株)ヤヨイサンフーズ九州工場②、隆勝堂フーズ(株)②、(株)リョーユーパン②、ロイヤル(株)、(株)ワタヤ②

◆進　学
【四年制大学】
　久留米大学、西九州大学、日本経済大学②、南九州大学

【短期大学】
　九州大谷短期大学③、久留米信愛短期大学、香蘭女子短期大学

【農業研修】
　中国四国酪農大学校、福岡県農業大学校⑤、福岡農業高校専攻科

【高等技術専門校】
　福岡県立久留米高等技術専門校

【専門学校】
　ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校②、専門学校麻生リハビリテーション大学校、専修学校麻生ビューティーカレッジ、
　専門学校九州スクール・オブ・ビジネス②、九州デザイナー学院、久留米歯科衛生専門学校、専門学校久留米自動車工科大学校、
　ＫＣＳ福岡情報専門学校③、中村調理製菓専門学校、ハリウッドワールド美容専門学校、平岡調理・製菓専門学校、
　専門学校福岡ビジョナリーアーツ③、福岡南美容専門学校、福岡理容美容専門学校、専門学校柳川リハビリテーション学院②、
　八女筑後看護専門学校②

◆資格取得
　○危険物取扱者　○ボイラー取扱技能講習　○日本情報処理技能検定　○大型特殊自動車　○初級バイオ技術者認定試験　
　○家庭科技能検定（食物調理・被服製作）　○秘書技能検定　○フォークリフト運転技能講習　○簿記検定　○食品衛生責任者
　○小型建設機械技能講習　○日本農業技術検定

主な行事主な行事

部活動部活動

１学期

夏休み

２学期

３学期

体育系 文化系

修学旅行修学旅行

修学旅行修学旅行

八女農祭八女農祭

ソフトボール部ソフトボール部弓道部弓道部

ボランティア部ボランティア部

卓球部卓球部

野球部野球部

玉露同好会玉露同好会

動物科学部動物科学部

火・金曜日の開店日に
販売実習をします。

販売実習販売実習
八女農業高校
農産物販売所

みらい館

八女農業高校
農産物販売所

みらい館 中庭 令和元年10月5日（土）令和元年10月5日（土）

夢への第一歩夢への第一歩

「進路決定率１００％」

中学生体験入学中学生体験入学

※○数字は人数

映画「野球部員、演劇の舞台
に立つ!」で使用した衣裳
映画「野球部員、演劇の舞台
に立つ!」で使用した衣裳



生産技術科生産技術科 システム園芸科システム園芸科 生物利用科生物利用科 生活科学科生活科学科

果樹 専攻 茶・作物 専攻果樹 専攻 茶・作物 専攻

　ビニールハウスを利用した
モモ、ブドウの栽培やナシ、栗
の栽培および流通を学習しま
す。品質向上を追求しつつ、農
業機械を活用した効率的な
果樹経営が出来る経営者の
育成を目指します。

農業機械
　農業機械の構造、点検整備および運転操作について学習しま
す。大型特殊自動車（農耕用）免許取得のための学習ができます。

大型特殊自動車（農耕用）・フォークリフト運転技能講習、
小型車両建設機械技能講習、日本農業技術検定、
危険物取扱者乙類、ボイラー取扱者技能検定、ワープロ検定、
情報処理検定、漢字検定、簿記検定

● 煎茶・ペットボトル茶の製造・販売
● 八農高茶（はつのうこうちゃ）： Ｈ２３ 商標登録
● 福岡岩田屋での生産物販売（桃、梨、茶、米）
● 農業機械の資格取得（フォークリフト、大型特殊自動車、
　 小型建設機械等）
● 有機質発酵肥料によるハウス桃栽培
● アイガモ農法による稲栽培（レンアイ米）：Ｈ１１ 商標登録

　茶の栽培や製茶技術・作物
栽培全般について学習しま
す。地域産業の発展と環境の
保全を中心に学習します。茶
の減農薬栽培や米の有機栽
培法など環境にやさしい農業
を学びます。

資格取得

草花 専攻草花 専攻 野菜 専攻野菜 専攻

　環境制御温室（ガラス温室）
やビニールハウスを利用して、
シクラメンなどの花鉢、花苗、
切花、観葉植物などの栽培や
経営、花育（交流活動）につい
て学習します。

バイオテクノロジー
　ラン類、草花、イチゴなど園芸植物の無菌播種や組織培養・
茎頂培養を行い、苗の大量増殖やメリクロン苗、ウィルスフ
リー苗の作出技術を学習します。

初級バイオ技術者、日本農業技術検定、危険物取扱者乙類、
ボイラー取扱者技能検定、ワープロ検定、情報処理検定、
漢字検定、簿記検定

● 地域ボランティア・交流活動（食育、花育、国際交流）
● 環境保全型農業の研究 
● トマトの水耕栽培 
● 地域イベントでの生産物販売
● バイオ技術による植物の組織培養実験、産・学・官
　 連携研究
● 農業情報処理教育並びに農業関係資格取得

　施設を利用したトマト、メ
ロンなどの栽培や経営につい
て学習します。コンピュータを
利用した経営シミュレーショ
ンや、水耕栽培などによる環
境制御について学習します。

資格取得

「食」「環境」「生命」から科学的
に農業を考えます。

アニマルサイエンス・フードサイエンス
「生命」と「食」を学びます。

豊かな生活をめざすあなたへ
農業を活かした生活を
マネジメントします。

先端技術を身に付けた園芸スペシャリスト
を目指します

特色ある学習活動

フードデザイン ヒューマンサービスフードデザイン ヒューマンサービス

　栄養、食品、献立、調理、
テーブルコーディネートなどに
関する知識と技術を習得し、
食事の総合的なデザインにつ
いて学習します。

農家生活管理
　農業に関する分野と家庭に関する分野をひとつにまとめ「生産
（圃場）から食卓まで」をテーマに学習します。

家庭科技能検定（食物調理、被服製作、保育）、秘書検定、
危険物取扱者乙類、ボイラー取扱者技能検定、ワープロ検定、
情報処理検定、漢字検定、簿記検定

● 創作料理のレシピ作り
● やめっこ未来館での実習・実験
● 各学年２回の学習発表会（農業、家庭、福祉分野）
● 八女地区農村女性グループとの連携（郷土料理の
　 実習）：八女市「食と農の理解促進事業」
● 幼児や高齢者との交流（芋掘り実習、施設訪問）

　農業実習で培った豊かな
感性を基に、こどもの保育か
ら高齢者の介護などに関する
知識と技術を身につけます。

資格取得

特色ある学習活動

動物科学 専攻 食品加工 専攻動物科学 専攻 食品加工 専攻

　肉牛や鶏などの産業動物や
ポニーなどの社会動物の生
理、生態、飼育方法を学習し、
飼育管理に必要な基礎的・基
本的な学習を行います。

食品と健康
　栄養や環境に関する学習を通して「食」や「健康」・「安全」
に関する諸問題について考える力を養います。

食品衛生責任者、フォークリフト運転技能講習、
危険物取扱者乙類、ボイラー取扱者技能検定、ワープロ検定、
情報処理検定、漢字検定、簿記検定

● 卵・米を使った製品の開発
● 低アレルギー食品の研究
● 天然酵母によるパンの研究
● 受精卵移植による黒毛和種優良子牛の生産
● 新鮮・安全・高品質の鶏卵生産の研究

ヨーグルトやソーセージ（畜産
加工品）、ジャムやパン・麺類
（農産加工品）などの加工実習
を通して「食品」に関する幅広
い学習を行います。

資格取得

特色ある学習活動特色ある学習活動

入学から卒業までのキャリア教育入学から卒業までのキャリア教育農業クラブ活動・プロジェクト学習農業クラブ活動・プロジェクト学習

平成30・令和元年度  表彰・成績

農業鑑定競技会
　園芸　　　優秀

意見発表会（福岡県大会）

プロジェクト発表会

福岡県6次化商品コンクール

福岡県大会最優秀者

プロジェクト発表
　Ⅰ類　生産・流通・経営　　優秀
　Ⅲ類　ヒューマンサービス　最優秀
意見発表
　Ⅰ類　生産・流通・経営　　最優秀
　Ⅲ類　ヒューマンサービス　最優秀
　　（最優秀受賞者は九州大会出場）
農業鑑定競技
　農業　　　最優秀
　園芸　　　最優秀
　畜産　　　最優秀　優秀（２名）
　食品　　　優秀（1名）
　生活　　　最優秀
　　（最優秀受賞者は全国大会出場）
家畜審査競技
最優秀　優秀（２名）
農業機械技術検定競技
優秀賞（1名）
農業情報処理競技
優秀賞（1名）

新入生オリエンテーション(４月)
フューチャーライブ(４月)
個人面談(６月)
進路講話（６月、10月）
FAR夢プラン（７月）
大学進学支援講座（７月、12月）
適性検査（７月）
上級学校・企業見学(12月)
進路交流会（2月）
職業体験授業（３月）

フューチャーライヴ(４月)
進路講話(６月、10月)
進路バス研修（７月）
FAR夢プラン（７月）　　　
大学進学支援講座（７月、12月）　　
インターンシップ（７～８月）
大学オープンキャンパス（７～８月）
作文模試(２月)
進路交流会(２月)　
職業体験授業（３月）

フューチャーライブ(４月)
進路ガイダンス(４月)
作文模試（５月）
進路講話（６月）
クレペリン検査(７月)
SPI基礎テスト(7月)
FAR夢プラン（７月）
大学進学支援講座（７月、12月）
面接マナー講習会（７月、８月）
応募前職場見学（７月、８月）
面接指導(９月)
志願書、履歴書指導(８月～)
労働講座（２月）
進路交流会（２月）

フューチャーライブ
（寸劇を見ながら進路を考える !）

ラビットラ進路講話

進路ガイダンス

課題研究（保育実習）

農産物販売所「みらい館」
（正門横／火・金）

面接マナー講習会

一人ひとりの夢と希望の実現をめざす！

日本学校農業クラブ全国大会（平成30年度）

探索する！探索する！

チャレンジする！チャレンジする！

自己を知る！自己を知る！１年生

２年生

３年生

福岡県学校農業クラブ連盟年次大会（令和元年）

北山農場（ドローン空撮） ドローン本体

玉露のめぐみ（入賞作品）

果樹園果樹園
校舎校舎 鶏舎鶏舎

牛舎牛舎
栗園栗園

茶工場茶工場
農業機械室農業機械室

食品加工室食品加工室
ポニー運動場ポニー運動場

茶畑（八農高茶）茶畑（八農高茶）

水田水田

トラクター練習場トラクター練習場



生産技術科生産技術科 システム園芸科システム園芸科 生物利用科生物利用科 生活科学科生活科学科

果樹 専攻 茶・作物 専攻果樹 専攻 茶・作物 専攻

　ビニールハウスを利用した
モモ、ブドウの栽培やナシ、栗
の栽培および流通を学習しま
す。品質向上を追求しつつ、農
業機械を活用した効率的な
果樹経営が出来る経営者の
育成を目指します。

農業機械
　農業機械の構造、点検整備および運転操作について学習しま
す。大型特殊自動車（農耕用）免許取得のための学習ができます。

大型特殊自動車（農耕用）・フォークリフト運転技能講習、
小型車両建設機械技能講習、日本農業技術検定、
危険物取扱者乙類、ボイラー取扱者技能検定、ワープロ検定、
情報処理検定、漢字検定、簿記検定

● 煎茶・ペットボトル茶の製造・販売
● 八農高茶（はつのうこうちゃ）： Ｈ２３ 商標登録
● 福岡岩田屋での生産物販売（桃、梨、茶、米）
● 農業機械の資格取得（フォークリフト、大型特殊自動車、
　 小型建設機械等）
● 有機質発酵肥料によるハウス桃栽培
● アイガモ農法による稲栽培（レンアイ米）：Ｈ１１ 商標登録

　茶の栽培や製茶技術・作物
栽培全般について学習しま
す。地域産業の発展と環境の
保全を中心に学習します。茶
の減農薬栽培や米の有機栽
培法など環境にやさしい農業
を学びます。

資格取得

草花 専攻草花 専攻 野菜 専攻野菜 専攻

　環境制御温室（ガラス温室）
やビニールハウスを利用して、
シクラメンなどの花鉢、花苗、
切花、観葉植物などの栽培や
経営、花育（交流活動）につい
て学習します。

バイオテクノロジー
　ラン類、草花、イチゴなど園芸植物の無菌播種や組織培養・
茎頂培養を行い、苗の大量増殖やメリクロン苗、ウィルスフ
リー苗の作出技術を学習します。

初級バイオ技術者、日本農業技術検定、危険物取扱者乙類、
ボイラー取扱者技能検定、ワープロ検定、情報処理検定、
漢字検定、簿記検定

● 地域ボランティア・交流活動（食育、花育、国際交流）
● 環境保全型農業の研究 
● トマトの水耕栽培 
● 地域イベントでの生産物販売
● バイオ技術による植物の組織培養実験、産・学・官
　 連携研究
● 農業情報処理教育並びに農業関係資格取得

　施設を利用したトマト、メ
ロンなどの栽培や経営につい
て学習します。コンピュータを
利用した経営シミュレーショ
ンや、水耕栽培などによる環
境制御について学習します。

資格取得

「食」「環境」「生命」から科学的
に農業を考えます。

アニマルサイエンス・フードサイエンス
「生命」と「食」を学びます。

豊かな生活をめざすあなたへ
農業を活かした生活を
マネジメントします。

先端技術を身に付けた園芸スペシャリスト
を目指します

特色ある学習活動

フードデザイン ヒューマンサービスフードデザイン ヒューマンサービス

　栄養、食品、献立、調理、
テーブルコーディネートなどに
関する知識と技術を習得し、
食事の総合的なデザインにつ
いて学習します。

農家生活管理
　農業に関する分野と家庭に関する分野をひとつにまとめ「生産
（圃場）から食卓まで」をテーマに学習します。

家庭科技能検定（食物調理、被服製作、保育）、秘書検定、
危険物取扱者乙類、ボイラー取扱者技能検定、ワープロ検定、
情報処理検定、漢字検定、簿記検定

● 創作料理のレシピ作り
● やめっこ未来館での実習・実験
● 各学年２回の学習発表会（農業、家庭、福祉分野）
● 八女地区農村女性グループとの連携（郷土料理の
　 実習）：八女市「食と農の理解促進事業」
● 幼児や高齢者との交流（芋掘り実習、施設訪問）

　農業実習で培った豊かな
感性を基に、こどもの保育か
ら高齢者の介護などに関する
知識と技術を身につけます。

資格取得

特色ある学習活動

動物科学 専攻 食品加工 専攻動物科学 専攻 食品加工 専攻

　肉牛や鶏などの産業動物や
ポニーなどの社会動物の生
理、生態、飼育方法を学習し、
飼育管理に必要な基礎的・基
本的な学習を行います。

食品と健康
　栄養や環境に関する学習を通して「食」や「健康」・「安全」
に関する諸問題について考える力を養います。

食品衛生責任者、フォークリフト運転技能講習、
危険物取扱者乙類、ボイラー取扱者技能検定、ワープロ検定、
情報処理検定、漢字検定、簿記検定

● 卵・米を使った製品の開発
● 低アレルギー食品の研究
● 天然酵母によるパンの研究
● 受精卵移植による黒毛和種優良子牛の生産
● 新鮮・安全・高品質の鶏卵生産の研究

ヨーグルトやソーセージ（畜産
加工品）、ジャムやパン・麺類
（農産加工品）などの加工実習
を通して「食品」に関する幅広
い学習を行います。

資格取得

特色ある学習活動特色ある学習活動

入学から卒業までのキャリア教育入学から卒業までのキャリア教育農業クラブ活動・プロジェクト学習農業クラブ活動・プロジェクト学習

平成30・令和元年度  表彰・成績

農業鑑定競技会
　園芸　　　優秀

意見発表会（福岡県大会）

プロジェクト発表会

福岡県6次化商品コンクール

福岡県大会最優秀者

プロジェクト発表
　Ⅰ類　生産・流通・経営　　優秀
　Ⅲ類　ヒューマンサービス　最優秀
意見発表
　Ⅰ類　生産・流通・経営　　最優秀
　Ⅲ類　ヒューマンサービス　最優秀
　　（最優秀受賞者は九州大会出場）
農業鑑定競技
　農業　　　最優秀
　園芸　　　最優秀
　畜産　　　最優秀　優秀（２名）
　食品　　　優秀（1名）
　生活　　　最優秀
　　（最優秀受賞者は全国大会出場）
家畜審査競技
最優秀　優秀（２名）
農業機械技術検定競技
優秀賞（1名）
農業情報処理競技
優秀賞（1名）

新入生オリエンテーション(４月)
フューチャーライブ(４月)
個人面談(６月)
進路講話（６月、10月）
FAR夢プラン（７月）
大学進学支援講座（７月、12月）
適性検査（７月）
上級学校・企業見学(12月)
進路交流会（2月）
職業体験授業（３月）

フューチャーライヴ(４月)
進路講話(６月、10月)
進路バス研修（７月）
FAR夢プラン（７月）　　　
大学進学支援講座（７月、12月）　　
インターンシップ（７～８月）
大学オープンキャンパス（７～８月）
作文模試(２月)
進路交流会(２月)　
職業体験授業（３月）

フューチャーライブ(４月)
進路ガイダンス(４月)
作文模試（５月）
進路講話（６月）
クレペリン検査(７月)
SPI基礎テスト(7月)
FAR夢プラン（７月）
大学進学支援講座（７月、12月）
面接マナー講習会（７月、８月）
応募前職場見学（７月、８月）
面接指導(９月)
志願書、履歴書指導(８月～)
労働講座（２月）
進路交流会（２月）

フューチャーライブ
（寸劇を見ながら進路を考える !）

ラビットラ進路講話

進路ガイダンス

課題研究（保育実習）

農産物販売所「みらい館」
（正門横／火・金）

面接マナー講習会

一人ひとりの夢と希望の実現をめざす！

日本学校農業クラブ全国大会（平成30年度）

探索する！探索する！

チャレンジする！チャレンジする！

自己を知る！自己を知る！１年生

２年生

３年生

福岡県学校農業クラブ連盟年次大会（令和元年）

北山農場（ドローン空撮） ドローン本体

玉露のめぐみ（入賞作品）

果樹園果樹園
校舎校舎 鶏舎鶏舎

牛舎牛舎
栗園栗園

茶工場茶工場
農業機械室農業機械室

食品加工室食品加工室
ポニー運動場ポニー運動場

茶畑（八農高茶）茶畑（八農高茶）

水田水田

トラクター練習場トラクター練習場



生産技術科生産技術科 システム園芸科システム園芸科 生物利用科生物利用科 生活科学科生活科学科

果樹 専攻 茶・作物 専攻果樹 専攻 茶・作物 専攻

　ビニールハウスを利用した
モモ、ブドウの栽培やナシ、栗
の栽培および流通を学習しま
す。品質向上を追求しつつ、農
業機械を活用した効率的な
果樹経営が出来る経営者の
育成を目指します。

農業機械
　農業機械の構造、点検整備および運転操作について学習しま
す。大型特殊自動車（農耕用）免許取得のための学習ができます。

大型特殊自動車（農耕用）・フォークリフト運転技能講習、
小型車両建設機械技能講習、日本農業技術検定、
危険物取扱者乙類、ボイラー取扱者技能検定、ワープロ検定、
情報処理検定、漢字検定、簿記検定

● 煎茶・ペットボトル茶の製造・販売
● 八農高茶（はつのうこうちゃ）： Ｈ２３ 商標登録
● 福岡岩田屋での生産物販売（桃、梨、茶、米）
● 農業機械の資格取得（フォークリフト、大型特殊自動車、
　 小型建設機械等）
● 有機質発酵肥料によるハウス桃栽培
● アイガモ農法による稲栽培（レンアイ米）：Ｈ１１ 商標登録

　茶の栽培や製茶技術・作物
栽培全般について学習しま
す。地域産業の発展と環境の
保全を中心に学習します。茶
の減農薬栽培や米の有機栽
培法など環境にやさしい農業
を学びます。

資格取得

草花 専攻草花 専攻 野菜 専攻野菜 専攻

　環境制御温室（ガラス温室）
やビニールハウスを利用して、
シクラメンなどの花鉢、花苗、
切花、観葉植物などの栽培や
経営、花育（交流活動）につい
て学習します。

バイオテクノロジー
　ラン類、草花、イチゴなど園芸植物の無菌播種や組織培養・
茎頂培養を行い、苗の大量増殖やメリクロン苗、ウィルスフ
リー苗の作出技術を学習します。

初級バイオ技術者、日本農業技術検定、危険物取扱者乙類、
ボイラー取扱者技能検定、ワープロ検定、情報処理検定、
漢字検定、簿記検定

● 地域ボランティア・交流活動（食育、花育、国際交流）
● 環境保全型農業の研究 
● トマトの水耕栽培 
● 地域イベントでの生産物販売
● バイオ技術による植物の組織培養実験、産・学・官
　 連携研究
● 農業情報処理教育並びに農業関係資格取得

　施設を利用したトマト、メ
ロンなどの栽培や経営につい
て学習します。コンピュータを
利用した経営シミュレーショ
ンや、水耕栽培などによる環
境制御について学習します。

資格取得

「食」「環境」「生命」から科学的
に農業を考えます。

アニマルサイエンス・フードサイエンス
「生命」と「食」を学びます。

豊かな生活をめざすあなたへ
農業を活かした生活を
マネジメントします。

先端技術を身に付けた園芸スペシャリスト
を目指します

特色ある学習活動

フードデザイン ヒューマンサービスフードデザイン ヒューマンサービス

　栄養、食品、献立、調理、
テーブルコーディネートなどに
関する知識と技術を習得し、
食事の総合的なデザインにつ
いて学習します。

農家生活管理
　農業に関する分野と家庭に関する分野をひとつにまとめ「生産
（圃場）から食卓まで」をテーマに学習します。

家庭科技能検定（食物調理、被服製作、保育）、秘書検定、
危険物取扱者乙類、ボイラー取扱者技能検定、ワープロ検定、
情報処理検定、漢字検定、簿記検定

● 創作料理のレシピ作り
● やめっこ未来館での実習・実験
● 各学年２回の学習発表会（農業、家庭、福祉分野）
● 八女地区農村女性グループとの連携（郷土料理の
　 実習）：八女市「食と農の理解促進事業」
● 幼児や高齢者との交流（芋掘り実習、施設訪問）

　農業実習で培った豊かな
感性を基に、こどもの保育か
ら高齢者の介護などに関する
知識と技術を身につけます。

資格取得

特色ある学習活動

動物科学 専攻 食品加工 専攻動物科学 専攻 食品加工 専攻

　肉牛や鶏などの産業動物や
ポニーなどの社会動物の生
理、生態、飼育方法を学習し、
飼育管理に必要な基礎的・基
本的な学習を行います。

食品と健康
　栄養や環境に関する学習を通して「食」や「健康」・「安全」
に関する諸問題について考える力を養います。

食品衛生責任者、フォークリフト運転技能講習、
危険物取扱者乙類、ボイラー取扱者技能検定、ワープロ検定、
情報処理検定、漢字検定、簿記検定

● 卵・米を使った製品の開発
● 低アレルギー食品の研究
● 天然酵母によるパンの研究
● 受精卵移植による黒毛和種優良子牛の生産
● 新鮮・安全・高品質の鶏卵生産の研究

ヨーグルトやソーセージ（畜産
加工品）、ジャムやパン・麺類
（農産加工品）などの加工実習
を通して「食品」に関する幅広
い学習を行います。

資格取得

特色ある学習活動特色ある学習活動

入学から卒業までのキャリア教育入学から卒業までのキャリア教育農業クラブ活動・プロジェクト学習農業クラブ活動・プロジェクト学習

平成30・令和元年度  表彰・成績

農業鑑定競技会
　園芸　　　優秀

意見発表会（福岡県大会）

プロジェクト発表会

福岡県6次化商品コンクール

福岡県大会最優秀者

プロジェクト発表
　Ⅰ類　生産・流通・経営　　優秀
　Ⅲ類　ヒューマンサービス　最優秀
意見発表
　Ⅰ類　生産・流通・経営　　最優秀
　Ⅲ類　ヒューマンサービス　最優秀
　　（最優秀受賞者は九州大会出場）
農業鑑定競技
　農業　　　最優秀
　園芸　　　最優秀
　畜産　　　最優秀　優秀（２名）
　食品　　　優秀（1名）
　生活　　　最優秀
　　（最優秀受賞者は全国大会出場）
家畜審査競技
最優秀　優秀（２名）
農業機械技術検定競技
優秀賞（1名）
農業情報処理競技
優秀賞（1名）

新入生オリエンテーション(４月)
フューチャーライブ(４月)
個人面談(６月)
進路講話（６月、10月）
FAR夢プラン（７月）
大学進学支援講座（７月、12月）
適性検査（７月）
上級学校・企業見学(12月)
進路交流会（2月）
職業体験授業（３月）

フューチャーライヴ(４月)
進路講話(６月、10月)
進路バス研修（７月）
FAR夢プラン（７月）　　　
大学進学支援講座（７月、12月）　　
インターンシップ（７～８月）
大学オープンキャンパス（７～８月）
作文模試(２月)
進路交流会(２月)　
職業体験授業（３月）

フューチャーライブ(４月)
進路ガイダンス(４月)
作文模試（５月）
進路講話（６月）
クレペリン検査(７月)
SPI基礎テスト(7月)
FAR夢プラン（７月）
大学進学支援講座（７月、12月）
面接マナー講習会（７月、８月）
応募前職場見学（７月、８月）
面接指導(９月)
志願書、履歴書指導(８月～)
労働講座（２月）
進路交流会（２月）

フューチャーライブ
（寸劇を見ながら進路を考える !）

ラビットラ進路講話

進路ガイダンス

課題研究（保育実習）

農産物販売所「みらい館」
（正門横／火・金）

面接マナー講習会

一人ひとりの夢と希望の実現をめざす！

日本学校農業クラブ全国大会（平成30年度）

探索する！探索する！

チャレンジする！チャレンジする！

自己を知る！自己を知る！１年生

２年生

３年生

福岡県学校農業クラブ連盟年次大会（令和元年）

北山農場（ドローン空撮） ドローン本体

玉露のめぐみ（入賞作品）

果樹園果樹園
校舎校舎 鶏舎鶏舎

牛舎牛舎
栗園栗園

茶工場茶工場
農業機械室農業機械室

食品加工室食品加工室
ポニー運動場ポニー運動場

茶畑（八農高茶）茶畑（八農高茶）

水田水田

トラクター練習場トラクター練習場


