
第 ４３ 号

２０２１．７．２

発行：八重山農林高校
フードプロデュース科

中抜きしたブロイラーを半身にします。 内臓周辺をしっかり洗います。

流水で塩抜き。 しっかりすり込みます。

燻煙（スモーク）完了♪ヒモでしばって整形します。 整形した鶏肉。

塩漬完了

塩をすり込んでいきます。

畜加工コース2年生の食品製造の授業でスモークチキンを製造しました。畜加工の

中でも解体→塩漬→整形→ボイル→乾燥・燻煙→包装といった基本的な流れを学

習出来るのがスモークチキン製造です。2年生には良い経験となりました。

今回完成したスモークチキンは7月の八重農市で販売予定です。お楽しみに☆

フードプロデュース科 真空包装して完成です ☆

私達が作ったスモークチキン

ぜひご賞味ください☆



第４４号

２０２１．７．５

発行：八重山農林高校

グリーンライフ科

今年も、シイタケ作リスタートです💛
グリーンライフ科バイオコースでは、この時期になると「トントン、トントン」という音が聞こえてきます♡

この音は、シイタケの菌床（培地）を作る音です♪♬おが粉とフスマとお水を混ぜて、菌床の形にするため

にひたすら「トントン、トントン」と叩きます‼グリーン3年生は、やっぱりシイタケ作りの時も頼りになります。

6名という少ない人数で2時間で80個もの菌床を作ってしまいます💛また、形にした菌床を滅菌した後の

植菌だって、自分達で役割分担して進めてくれます‼グリーン3年生は、本当に頼りになって素敵だなぁ💛

おが粉20Kg、フスマ2.1Kg、水28Lを軽量して混ぜます‼これが力仕事で大変です‼チームワークが大切♪

混ぜたら、2.5Kｇづつ分けて「トントン、トントン」と叩いて、四角に菌床の形を整えます‼80個もあると大変‼

完成した菌床を滅菌したら、植菌スタート♪クリーンベンチの前に座るバイオコースはカッコイイなぁ💛

植菌したシイタケは、収穫す

るまでに約3ヶ月間かかります。

収穫までの間もシイタケの菌

がきれいに育つように管理す

る必要があります‼今年もシ

イタケ販売しますので楽しみ

にしていてください。



第４５号

２０２１．７．６

発行：八重山農林高校
アグリフード科

僕のオススメは

超美味しいよ！

八重農市ではぜひ買って下さい



第４６号

２０２１．７．１２

発行：八重山農林高校
総務部：広報担当

７月９日（金）石垣中学校へ学校説明会へ行ってきました。今回は八重山

農林高校単独で、４学科のブースを作ってもらい、それぞれ１５分間の

学科説明を３ローテション行いました。石垣中学校の生徒の皆さんも

真剣な表情で参加してくれて、良い説明会になったと思います。また、最後にはアグリフード科から中学生全員

にパンと酸乳のプレゼントもありました。アグリフード科の皆さん、ありがとうございました！

アグリフード科 ライフスキルド科

フードプロデュース科

グリーンライフ科

各学科の説明をしてくれた皆さん！お疲れ様でした☆



第４７号

２０２１．７．１２

発行：八重山農林高校

グリーンライフ科

出前講座でキノコの可能性発見‼

農業・食品産業 医療・健康産業

環境産業 工業

・きのこ栽培

・加工食品

・野菜栽培

・医療品

・健康食品

・バイオレメティ

エーション

・森林浄化森林保全

・紙・バルブ生産

・酵素利用

キノコはSDGｓにも繋がる
キノコと産業は、あまり関係なさそうでに

思いますが、実はキノコは様々な産業に

利用されているそうです。

分かりやすところでは、グリーンも取り組ん

でいるシイタケ栽培があります。食卓にのぼ

るほとんどのキノコが人工栽培されています。

シイタケ・しめじなどの馴染みあるキノコだけ

でなく、新しい品種も栽培されるようになり

キノコ栽培は、新しい産業として注目されて

いるそうです。

その他にも、農業ではキノコを栽培した後に

出るカス(廃菌床＝はいきんしょう)を利用して

美味しい野菜が作られています。また、キノコは

医療品として利用されたり、環境をキレイ

にしたり、紙作りなどの工業やお肉の加工には

キノコの酵素を利用してお肉を柔らかくして

いるそうです。

このように、キノコは食卓を豊かにし環境を

保全し、様々な医療や工業にも利用されて

おりSDGｓ(持続可能な開発)に繋がるとい

う事を知ることができました。

また、キノコにはまだ知られていない性質や

成分があり、研究が進められているそうです。

今後キノコはもっと様々な産業で利用される

ようになるだろうということも教えて頂きました。

7月9日(金)に、東京農業大学学長 江口文陽先生がグリーンライフ科2年生に向けて出前講座行ってくだ

さいました‼江口先生は、林産科学ときのこ学を専門としており、シイタケ栽培をしているグリーンライフ科に

向けて、「キノコとSDGｓ」について講座を開いてくださいました‼今回の出前講座をうけて生徒、職員キノコと

ＳＤＧｓの繋がりやキノコの可能性を知ることができました。江口先生、お忙しい中本当にありがとうございました。

講座が始まる前‼緊張‼ 江口先生の出前講座スタート
2年生、みんな真剣に聞いていました♪

グリーンの取り組んでいる、間伐した木を

オガコにして菌床の材料にするのも、SDGｓ

に繋がっているのかもしれないね♪

キノコの可能性を知ることができて、もっと

もっとシイタケ作り頑張ろうと思いました♪



第 ４８ 号
２０２１．７．２０
発行：八重山農林高校
ライフスキル科♡

3年前に八重農を卒業して大学に進学し、

実習生としてきました。私も皆さんと同じように高校3年間、沢山のことを

八重農で学ばせてもらいました。高校3年間は皆さんが思っているより短いです！

アドバイスとしていえる事は、高校生活を有意義なものしてほしいだけです！そんな

３年間が有意義な高校生活になるようにやれることはたくさん挑戦して、自分の強みを

持ってほしいなと思います。私は高校生の頃は沢山いろんなことを挑戦させてもらい、

沢山のチャンスをくれた先生たちのおかげで今があります。先生たちは皆さんに、

沢山のチャンスを与えてくれます。「自信がない」とか「恥ずかしい」とかあると思うけど、

この一歩、勇気を出して踏み出して、なんでもいいので挑戦して、

チャンスをつかみ取ってください！皆さんの周りの人への感謝を忘れず、

後悔なく楽しめるような、高校生活にしてくださいね。

生活を豊かにする能力を身につける ♡ライフスキル科♡
日々の学びは未来につながる。先輩からのエール、大切に、前進していきます。

大学生活、１人暮らし、勉強、お金、奨学金の事・・など、多くの事を教えてもらいました。先輩だ
からこそ、聞きやすいことがあります。有意義な時間を過ごせました。これから生きていくために
は、やっぱり「いろんな知識」が必要なんだね。「意思決定」の大切さと学びました。

徳島文理大学 人間生活学部 人間生活学科 ４回生
家庭科教諭と、養護教諭の免許所得を目指しています。

先輩と語る会
＠ライフスキル科保育室

舞先生から
八重山農林高校の後輩へ

↑舞先生の頑張っ
ている授業の様子
です。ぜひご覧に
なって下さい♡



第 ４９ 号
２０２１．７．２０
発行：八重山農林高校
ライフスキル科♡

生活を豊かにする能力を身につける
♡ライフスキル科♡

♯日々の学びは未来につながる。
♯学んだことで生活を豊かに送ろう♥

ライフスキル科は、「生活分野」を学んでいます。テスト前には、放課後や昼休みに提示内容を勉強する生徒
も多く、頑張りが見られました。１年生は、初めての農業鑑定。コツをつかんで、学校代表を目指そう！

１年生は

初めての

農鑑♥

種の種類は覚えているかな？ 家庭科&農業の内容が出題されます。 勉強したところ出たかな？

１年生の農業鑑定の様子 ２年生の様子

ライフスキル科では、今後も生徒のキラキラを「動画」でも配信します。
♯頑張っている姿はかっこいい♡ ♯一生懸命ってステキ♡

コードを読み取ります



第５０号

２０２１．７．２１

発行：八重山農林高校

アグリフード科

今後の生徒の活躍にご期待ください♪

刈り取りはバインダーも

大活躍！

鎌を使って稲を刈っていきます

農業研究センターの喜友名さんの指導の下、脱穀機で脱穀します

脱穀した米を回収し、乾燥させます



第 ５１ 号

２０２１．７．２６

発行：八重山農林高校
生徒会

7月21日(水)、『生徒総会』と『生徒会・農業クラブ役員選挙』が行われました。今年度もコロナの影響で

全体会を持つことができないため各HR教室で動画による開催となりました。そのため生徒会メンバー企画、

資料作り、動画作り、音声入力、当日の運営まで一生懸命頑張っていました‼

また,今回の選挙には生徒会長立候補者2名、副会長2名、農業クラブ委員長2名・副委員長1名が立候補

してくれました。選挙管理委員会の生徒達も立候補者の演説の撮影・編集、投票用紙の準備など生徒会と

一緒に頑張ってくれました♪生徒会・選挙管理委員会の生徒の皆さん、本当にお疲れさまでした‼

八重農のこれからが楽しみだ‼

生徒総会、生徒会・農ク役員選挙

令和3年度

生徒総会‼始めます♪
資料・動画作成ありがとう 真剣に聞いてくれました 決議書に記入

異議なしです♪ 第5号議案までありましたが、みんなの農高のため真剣です 俺、執行部やろうかな

令和3年度

生徒会・農ク役委員選挙

スタートです💛 立候補者達、事前に演説動画撮影‼緊張して何テイクも取り直し♪可愛かった💛

僕が立

候補し

た理由

は‼

緊張す

るよ‼

八重農を支えてくれる生徒代表を決めるから、みんな真剣 生徒会メンバーお疲れさまでした💛



第 ５２ 号

２０２１．７．２６

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‼～

早くも一学期が終わろうとしていますが、クリーンライフ科2年生建設コース１０人は7月30日(金)に

行われる造園技能検定3級の実技試験のために練習を頑張っています‼

この時期の施工室の暑さと闘いながら、いぼ結びや竹垣づくり、敷石や飛石を水平をとって並べるなど

初めて習うことばかりですが、一生懸命頑張っています♪本番まであと少し、全員合格目指して頑張りま

すので応援よろしくお願いします‼検定練習に一生懸命取り組んでいるグリーンは、やっぱりカッコイイなぁ💛

懸命に頑張る検定‼

合格勝ち取り技術も上達‼

いぼ結び‼慣れるまで何度も練習したね‼竹垣を組むのも最初は一苦労‼

竹垣完成‼ちょっと休憩 重たい敷石‼飛石‼の水平をとるのって難しいんだよ☆

水糸を張ってちり正確にとる‼暑さと砂ぼこりで大変‼ 石を据えたら完成まであと少し‼

グリーンで取得できる主な資格
・造園技能検定3級

・造園技能検定2級

・初級バイオ技術検定

・玉掛け技能講習

・小型移動式クレーン技能講習

・車両系建設機械技能講習

・小型車両系建設機械（特別教育）



第 ５３ 号
２０２１．７．２７
発行：八重山農林高校
ライフスキル科♡

生活を豊かにする能力を身につける ♡ライフスキル科♡
日々の学びは未来につながる。ヘルシー弁当で健康増進♡心も体も健やかに・・。

ライフスキル科２年生 夏休み前に・・
「ヘルシー弁当づくり」に

チャレンジ♡～長寿県転落の沖縄を考える～

１学期最後の調理実習。コロナでなかなか実習が出来なかった１学期。栄養素の勉強をしている２年生はお弁当
作りにチャレンジ。今回は長寿県転落の沖縄を考えるべく、沖縄風ヘルシー弁当を作ってみました。

みじん切りナイス♪ 弁当を詰めるにもセンスが必要 グルクンのピカタを作ります しっかりと読んで調理します

それに加え、メタボ該当者・予備軍の全国１位は沖縄県

沖縄県の長寿県転落は人ごとではない・・。

沖縄タイムスより引用

グルクンの
ピカタ

チキナー
チャンプルー クーブイリチー

しめじと大豆の
トマト炒め

「もちきび」入りのご飯と一緒に。

２年生の良いところ♡しっかりとレシピを読んで、分担を決め、自分達で解決しようとする努力をすること。その力、素晴らしいです。

(ＱＲコードを読み取る。)



第５４号

２０２１．７．２８

発行：八重山農林高校

アグリフード科

熟

成
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