
第 ２７ 号

２０２１．６. 1 発行

八重山農林高校
フードプロデュース科

フードプロデュース科の名物・実習前「１分間スピーチ」週末の安全呼びかけも行います

今年度、第２回目の豚解体実習が5月28日（金）に行われました。昨年度から

解体や脱骨技術を磨いてきた３年生畜加工コースの生徒達。今回もケガなく無事に

３頭分の枝肉を解体・脱骨しました！何事も真剣に取り組む皆さんの姿に先生方も

感動しました！本当にお疲れ様でした！！解体した豚肉は今後販売予定です♪

包丁を握る姿も様になってきました３年生♪入学時よりも心身ともに大きく成長しています！

解体・脱骨完了



第２８号

２０２１．６．２

発行：八重山農林高校

アグリフード科



第２９号

２０２１．６．４

発行：八重山農林高校

アグリフード科



第 30 号

２０２１.６.１４発行

八重山農林高校
フードプロデュース科

３年生の教室！「課題が多い！」言いながらも、きちんと提出する所があなた達の良い所 ☆

2年生の教室！真剣な表情で担任の話を聞いています、課題の提出忘れずにね ☆

帰る前に牛を見に・・・

元気そうで安心♪

休校中にブロイラーの雛も届いています。このブ

ロイラーは今後１年生の「農業と環境」の授業で

観察・飼育しながら６０日前後を目安に「と殺実習」

を行います。動物たちも早く皆さんに会いたがって

います！それでは1週間後の再会を楽しみに☆

帰る前に雛に触れたい２年女子☆



第 ３１ 号

２０２１．６．１６

発行：八重山農林高校

グリーンライフ科～八重農の情報がいっぱい‼～

ヤッタ～‼造園技能検定合格だぁ♪
前年度、コロナの影響で日程が遅れ、

2月に行われた造園技能検定‼

グリーンライフ科建設コースの新3年生

5人が3級に合格しました♪♬

一時期は、検定自体行われるか分か

らない状況の中で、開催できることを

信じて練習をコツコツと続けてきました。

初めて習う、竹垣造りやいぼ結び、

重たい敷石や飛石の水平を取って

据えるなど、大変でしたが頑張って

良かったね♪♬

今年度も、グリーン新2年生一生懸命、

造園技能検定の練習に励んでいます‼

グリーンライフ科の後輩達‼カッコイイ

先輩達の後に続け‼

今年度も、目指せ造園技能検定合格‼

練習中みんなを引っ張って

くれた。グリーンのリーダー
本番に強い努力家‼

実力発揮できました♬

冷静で、周りを見て

まとめてくれる癒し系

みんなのムードメーカー

疲れた時こそ笑顔で💛

どんな時でも周りを明るく‼

みんなに、元気をくれました‼

検定自体、行わ

れるか心配だった

けど、諦めずに練

習を頑張って良

かったです。

グリーンの良いと

ころは、たくさんの

資格に挑戦できる

こと‼

竹垣造りといぼ

結びに苦戦した

けど‼諦めなくて

良かったあです

‼

筆記試験が難し

かったです‼みん

なで放課後に勉

強して良かった‼

途中、練習ができな

い時期があったけど

‼仲間と頑張って

合格できました。

これからも、資格を

いっぱい取得して、

今後の進路に活かし

たい‼頑張りました



第 32 号

２０２１．6．16

発行：八重山農林高校
フードプロデュース科

地域産業に貢献できるとともに、

生命を思いやる人間性を育成する学科

採卵鶏の産んだ卵を集めて洗卵！殺菌後にパック詰めしました！

学校再開で久しぶりの実習となりましたフードプロデュース科１年生。今日のミッション

（実習）は鶏舎の管理。ブロイラー雛の管理、採卵鶏の管理（集卵パック詰め）、見本鶏の

管理の３つのグループに分かれて実習を行いました。久しぶりの実習でしたが、

皆チームワーク良く動くことが出来ました！お疲れ様でした♪次回も宜しくね☆

ブロイラーの雛が快適に過ごせるように床にバガス（さとうきびの粕）を敷きました

1年生集合☆鶏舎の管理は私達にお任せあれ☆

給水器の洗浄も大事



第３３号

２０２１．６．１８

発行：八重山農林高校

グリーンライフ科
～八重農の情報がいっぱい‼～

グリーンカーテン成長しています。
グリーンライフ科2年生が取り組んでいる、ゴーヤーのグリーンカーテン‼鉢上げしたゴーヤーの苗が大きく

成長したで、休校前にゴーヤネットを設置しました♪ただ、ネットを設置するだけではなく、造園技能検定の

練習で習った技術を活かして、長～い竹をいぼ結びで組んで骨組みを作り、ネットを掛けました‼グリーンで

学んだ技術は、様々な場面で生かされます‼ササッと竹と組んじゃう男子ってカッコイイでしょ💛

休校が明けて登校してきた生徒達、ゴーヤーが更に大きく成長しているのを見て驚いていました‼

大きく成長したゴーヤーの苗 竹をいぼ結びで組みます‼一列に並んで💛隣同士教えあって♪

竹の骨組みの完成‼上手💛 みんなで、力を合わせてゴーヤーの側に立てかけよう‼

上の方も、シュロ縄で固定して♪
杭を打ち込んで、地面と固定‼

完成‼ゴーヤーネットの設置

できました‼成長が楽しみ♪

休校が明けたら‼こんな

に大きく成長していました

♪少し小さなゴーヤーの赤

ちゃんもできています。収

穫も楽しみだね♡



第 3４ 号

２０２１．6．２1

発行：八重山農林高校
フードプロデュース科

「これから先の畜産業を考える」 フードプロデュース科２年 玉代勢元人 さん

黒島出身の玉代勢さんは、小さいころから畜産業を営む父親の手伝いをして育ってき

ました。FFO大会では近年コロナの影響で危機的状態に陥ってしまった島の畜産業を

救うために、今後チャレンジしていきたい取り組みを発表してきます。ファイト～♪

「和牛肥育に関する研究～地域の資源を有効活用した肥育方法への挑戦～」

フードプロデュース科３年 新城佳香さん、伊礼郁さん、新坂実さん

現在、石垣島では和牛肥育の課題として輸送費負担による飼料コストの増大が挙げら

れます。飼料コスト削減を目指し地域資源の有効活用を掲げ、石垣島でしかできない

新たな牛肉生産の可能性を模索し、実験に取り組んできた内容を発表してきます！

FFOとは沖縄県学校農業クラブ連盟（Future  Farmerｓ of  Okinawa）のことで、農業高校

の甲子園とも言われる日本学校農業クラブ連盟大会（Future  Farmerｓ of  Japan）通称

FFJ大会の予選を兼ねています。今年度は6月29日(火)～30日(水)の日程で開催されます！

プロジェクト発表部門（分野Ⅰ類）

意見発表部門（分野Ⅰ類）

学校代表に恥じることのない発表をしてきます!

昨年度から取り組んでいる先輩方の意思も引き継いで、しっかり発表してきます！



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３５号 

２０２１．6．２４ 

発行：八重山農林高校 

平和学習委員会 

６月２３日の慰霊の日は沖縄での組織的戦闘が終わったとされる日です。慰霊の日を前に

本校では、沖縄戦の悲劇を二度と繰り返さないため、LHRの時間に平和学習を行いました。 

今年の平和学習のテーマは「戦争マラリア」です。戦争マラリアと新型コロナウィルスの感染

が広がる現代と当時の状況を照らし合わせながら、平和の尊さについて学びを深めていきま

した。遺族・犠牲者名簿を見ながら自分との共通点を探し、授業の終わりには犠牲になった

方々への慰霊の気持ちを込めて折り鶴を作りました。今回の平和学習を通して、戦争や平和に

ついてより深く考えることができたのではないでしょうか。 

自分と同じ名字の方が、自分と血のつなが

りがあるのか調べてみたいと思いました 

３年 K・R 

戦争はただの過去にしてはいけない 

１年 I・H 



第 36 号

2021．６. 22 発行

八重山農林高校
フードプロデュース科

今日は沖縄本島から、「学校紹介動画作成会社」の方も来ていました♪

「 引き運動 」！牛を引っ張る姿もかっこよくなってきました！さすが３年生！

体重測定

今日の実習内容について説明

足腰の強化とストレス削減になります

牛体をキレイに洗います



第３７号

２０２１．６．２５

発行：八重山農林高校

アグリフード科



第 38 号

2021．６. 28 発行

八重山農林高校
フードプロデュース科



第 ３９ 号

２０２１．６．２８

発行：八重山農林高校

生徒会

★八重山農林高校★
野球部・FFO代表メンバー頑張れ～‼
6月25日(金)、生徒会主催で全国高等学校野球選手権沖縄大会と県学校農業クラブ連盟大会(FFO)の

激励会が行われました‼今年度も、コロナ感染防止のため体育館での全大会は避けて、校内放送での激励会

になりましたが、生徒会メンバーは心を込めて事前準備かた取組みました♪♬

野球もFFOも、コロナ感染防止のため無観客での開催となるようですが、八重山のお日様よりも熱い声援を

八重山農林高校みんなで送ります‼頑張れぇ～‼野球部・FFO代表メンバー♪♬

何度やっても、始まる前は緊張するね‼

司会とあいさつをしてくれる生徒会副会長
激励会スタート‼八重山農林から応援しています‼

野球部キャプテン‼ FFOプロジェクト代表
校長先生も応援して

くれました‼

司会‼お疲れ様でした

日頃の練習の成果を出し切れるように頑張ります‼八重山農林高

校から応援していて下さい。 野球部主将‼

メンバーみんなで取り組んできたプロジェクト発表‼FFO代表メン

バー全力を出し切ります‼応援よろしくお願いします‼

FFOプロジェクト代表



第 ４０ 号

２０２１．６．２８

発行：八重山農林高校

生徒会

★八重山農林高校★
野球部・FFO代表メンバー頑張れ～‼Part2
Part１で紹介した全国高等学校野球選手権沖縄大会と県学校農業クラブ連盟大会（ＦＦＯ大会）の推戴式‼

その時のあいさつ、決意表明を紹介します。 野球部・FFO代表メンバー頑張れぇ～♪

選手の皆さんいよいよ大会が始まります。新型コロナ

ウイルス感染症の影響で、部活も停止になり、学校も休

校になり、思うように練習に取り組めない中、短い時間で

工夫して頑張ってきたと思います。これまで努力してきた

ことを、充分に発揮して、悔いのないように頑張ってきてく

ださい。応援しています。

生徒会代表あいさつ 伊良部七望

私達野球部は、7月6日（火）にコザしんきんスタジア

ムで、一回戦は那覇高校と対戦します。今まで練習し

てきたことを発揮して、自分たちの野球で一戦一戦を

全力で勝ちに行けるよう頑張ります。応援よろしくお

願いします。

野球部代表決意表明 西玉得安希

昨年は新型コロナの影響によりＦＦＯ大会が中止にな

りました。しかし、今年は対策をしっかり行い、予定通り

沖縄市民会館で開催されます。僕たち発表部門に出場

するチームは大会に向けて放課後や日頃の学習で発表

練習や資料作成に取り組んできました。去年出場するこ

とができなかった先輩達の分も含め、毎日指導してくれ

た先生方のためにも、「全力」で力を出したいと思います。

私たちは最優秀賞を取って帰ってきますので、みなさん

の応援よろしくお願いします。

FFO大会代表決意表明 新坂実



第４１号

２０２１．５．２９

発行：八重山農林高校

生徒会

生徒会役員・農ク役員募集中‼
7月21日(水)に、生徒会選挙が行われます‼そこで新しい生徒会長、生徒会副会長２名と農ク会長、

農ク副会長を募集します‼八重山農林高校を一緒に盛り上げませんか♪♬

立候補してくれる生徒は、推薦者と一緒に7月５日までに、生徒会担当まで報告してください。また、会長、

副会長じゃなくても、生徒会メンバーとして八重山農林高校のために頑張ってくれる生徒も大募集です💛

この一年最大限のパワーで生徒会長を務めさせて頂きました。農高生みんなの力

が集まれば、農高をもっといい学校にできます‼農高生らしい楽しい学校生活を手

助けできる生徒会に次のバトンを繋げていきたいと思っています。農高を盛り上げ

てくれる生徒を募集しています‼ 生徒会長 佐藤 楽南

学校のことがもっと知れて楽しくなると思います‼やったらわかるはず💛

生徒会副会長 伊良部七海

1、2年生のみんな‼学校行事の企画、運営などを通して農高を盛り上げてたい生徒大募

集★ 生徒会副会長 伊礼 郁

農クは、沢山の人と接することが多く、様々な人とコミュニケーションの取り方を学

習できたり、行事のときは、農クのみんなで楽しく活動できます♪

農ク副委員長 新坂実

農クは農業高校にしかなく、農業系の行事の中心となって活動しています。一緒

に農高を盛り上げたい生徒大募集‼役員になれば5月のリーダー研修に行ける

かも♪ 農ク会長 神谷勇弥

他学科の生徒

とも交流でき

て楽しいよ♪

やる気のある

生徒大募集!!

先輩や後輩との

繋がりもできて、

充実した農高生

活になるよ☆



第４２号

２０２１．６．２９

発行：八重山農林高校

グリーンライ科

グリーン1年生‼環境整備頑張ってます
グリーンライフ科では1学期農場整備に力を入れています‼1年生も総合実習の時間に農場整備頑張って

くれました‼1年生が取り組んだのは防草シートはり。除草して地面をならして、シートを張るまで暑い中よく

頑張りました♪♬はり終わってキレイになった農場に大きなブーゲンビレアを並べてみると、気持ちがいいね。

実習を通して、少しずつ1年生も頼りになるグリーンライフ科に成長しています♡これからが楽しみでなぁ♪

除草したところを、みんなでならします‼１年生は元気がいいなぁ💛笑い声で溢れてます

防草シートをはろう‼ゆがまないように、力を合わせて‼一列に並んでシートを抑えよう 杭を打ち込んで‼

重たいブーゲンビレアを運びます‼トゲがあるから気を付けて
完成‼農場が少しづつキレイになっています

グリーン1年生のこれからを楽しみにしていてください


	210601八重農だより【27号】フード豚解体②
	210602八重農だより【28号】アグリ生産物お知らせ
	210604八重農だより【29号】果樹見学
	210614八重農だより【30号】フード出校日
	210616八重農だより【31号】グリーン造園技能検定
	210616八重農だより【32号】フード1年（鶏舎管理実習） 
	210618八重農だより【33号】グリーンライフのグリーンカーテン
	210621八重農だより【34号】 フードFFO大会に向けて！
	210624八重農だより【35号】平和学習
	210624八重農だより【36号】フード3年食肉生産コース「畜産」実習
	210625八重農だより【37号】アグリ1年絞り出しクッキー実習
	210628八重農だより【38】ﾌｰﾄﾞ豚出産
	210628八重農だより【39】生徒会　激励会 Part1
	210628八重農だより【40】生徒会　激励会Part2
	210629八重農だより【41】生徒会　生徒会長・副会長、農ク会長・副会長大募集
	210629八重農だより【42】グリーン１年生 環境整備

