


畜産を中心に農業経営者とし
て必要な能力を育てます。
１年次では畜産全般について

学び２年次以降では酪農・養
豚・養鶏・愛玩動物の専攻に分
かれて学びます。
１

畜
産
科

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

１
年

国語総合 現代社会 数学Ⅰ
科学と人
間生活

体育 保健
芸術
(音楽Ⅰ

美術Ⅰ・書道Ⅰ)

コミュニケー
ション英語Ⅰ

家庭基礎 農業と環境 総合実習
農業情報
処理

畜産 LHR

２
年

国語総合 世界史A 数学Ⅰ 生物基礎 体育 保健
芸術
(音楽Ⅱ

美術Ⅱ・書道Ⅱ)
英語会話 ＊１

課題
研究

総合実習
農業情報
処理

畜産
（酪農・養豚

・養鶏・愛玩動物）
食品製造 総合動物 LHR

３
年

現代文A 日本史A 数学A 化学基礎 体育
英語
表現Ⅰ

＊２ 課題研究 総合実習
畜産

（酪農・養豚・
養鶏・
愛玩動物）

農業経営 農業機械
動物バイオテクノ

ロジー 総合 LHR

＊１ 国語表現・地理A・生涯スポーツ・生物活用・電子商取引・子どもの発達と保育から選択

＊２ 国語表現・地理A・生涯スポーツ・生物活用・電子商取引・子どもの発達と保育から選択 （＊１とは異なる科目を選択する）

私は将来、養豚農家を目指
しているので、畜産科養豚専
攻を希望しました。養豚では、
畜舎清掃や種付けや育成、体
重測定などを行っています。
実際に豚に触れあえることが
養豚の魅力だと思います。愛
玩動物専攻もあるので、動物
に興味がある人が楽しく学べ
る授業が多いのが、畜産科の
良いところです。

酪農専攻(搾乳)
１

養鶏専攻(鶏の出荷作業)
１

養豚専攻(豚の飼育・管理)
１

愛玩動物専攻(ハムスターの飼育・管理)
１

野菜専攻(路地野菜の植え付け)
１

果樹専攻(江ヶ崎農場・ナシ園管理)
１

草花専攻(草花の栽培)
１ フードデザイン専攻

(本校の野菜等を使用した調理実習)
１

農業経営者や農業関連産業技術者
をはじめとして、多様な進路に対応
できる能力を育てます。
１年次は農業全般について学び、

２年次以降は野菜・果樹・草花・
フードデザインの専攻に分かれて学

びます。

私は幼い頃から草花が好
きだったので、旭農業高校
に進学しました。実際に種
を植えるところから育てた
ものを、販売したり、地域
の中学校や施設に植えに行
くことで、交流をしていま
す。
花を通じて人々の笑顔や

暖かさに触れるという大き
な経験を将来に生かすこと
ができると思います。

私がフードデザインを選ん
だ理由は、将来調理関係の
専門学校に進学し、パティ
シエになりたいと思ったか
らです。フードデザインで
は旭農業高校で作った野菜
や卵を使って、料理を作っ
ています。将来食品関係の
仕事をしたい人に旭農業
高校はオススメです。

園
芸
科

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

１
年

国語総合 現代社会 数学Ⅰ
科学と人
間生活

体育 保健
芸術
(音楽Ⅰ

美術Ⅰ・書道Ⅰ)

コミュニケー
ション英語Ⅰ

家庭基礎 農業と環境 総合実習
農業情報
処理

農業経営 LHR

２
年

国語総合 世界史A 数学Ⅰ 生物基礎 体育 保健
芸術
(音楽Ⅱ

美術Ⅱ・書道Ⅱ)
英語会話 ＊１

課題
研究

総合実習
農業情報
処理

専攻
（野菜・果樹・草花・

フードデザイン)
農業経営 食品 LHR

３
年

現代文A 日本史A 数学A 化学基礎 体育
英語表現

Ⅰ
＊２ 課題研究 総合実習 農業情報処理

専攻
（野菜・果樹・草花・フードデザ

イン）

植物バイオ
テクノロ
ジー

総合 LHR

＊１ 国語表現・地理A・生涯スポーツ・生物活用・電子商取引・子どもの発達と保育から選択

＊２ 国語表現・地理A・生涯スポーツ・生物活用・電子商取引・子どもの発達と保育から選択 （＊１とは異なる科目を選択する）

ハンバーグステーキ
１



製造コース
(微生物利用・発酵実験)
１

パン製造実習(ドーナッツ)
１

情報コース(ビジネス情報)
１

僕は食品の製造に興味があ
り、実際に食品の製造を体
験してみたいと思い、食品
科学科の製造コースを選択
しました。
製造では、微生物につい

て学んだり、パン製造の実
習を行ったりしています。
特に微生物利用の実験では、
果物・水・砂糖・ペットボ
トルなどを使って、アル
コール発酵の実験を行った
のが面白いと思いました。

食
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１
年

国語総合 現代社会 数学Ⅰ
科学と人
間生活

体育 保健
芸術（音楽Ⅰ
美術Ⅰ・書道

Ⅰ）

コミュニケーショ
ン英語Ⅰ

家庭基礎 農業と環境 総合実習
農業情報
処理

簿記 LHR

２
年国語総

合
世界史A 数学Ⅰ 生物基礎 体育 保健

芸術（音楽Ⅱ
美術Ⅱ・書道

Ⅱ）
英語会話 ＊１

課題
研究

総合実習
農業情報
処理

食品製造 食品流通
コース選択
（製造・情報）

LHR

３
年現代文

A
日本史A 数学A 化学基礎 体育

英語表現
Ⅰ

＊２ 課題研究 総合実習 食品製造 食品流通 情報処理
コース選択
（製造・情報）

総合 LHR

＊１ 国語表現・地理A・生涯スポーツ・生物活用・電子商取引・子どもの発達と保育から選択

＊２ 国語表現・地理A・生涯スポーツ・生物活用・電子商取引・子どもの発達と保育から選択 （＊１とは異なる科目を選択する）

食品関連産業に関わる技術者
として必要な能力と姿勢を育て
ます。
１年次は製造・情報について

幅広く学び、２年次以降は製
造・情報のコースに分かれて学
びます。
１

冬服 夏服

１

フォークリフト講習の様子１

明治４３年(１９１０年)に「千葉県海上郡立農学校」
として設立され、後に県立学校に移管されました。平
成２０年度より単独農業高校として、畜産科・生産技
術科・食品流通科・生活科学科を設置し、地域の特性
と時代の要請に応える努力をしてきました。
現在は学科改編により、畜産科・園芸科・食品科学科
を置く農業高校として１７，０００余名の有為な人材
を世に送り出しています。
本校は令和２年９月に創立１１０周年を迎え、「千葉
県立旭農業高等学校１１０周年記念事業実行委員会」
による記念行事を予定しています。

旭市に接する太平洋
をイメージした青の
制服です。
ウォッシャブル仕様
になっているため、
ご家庭で水洗いして
いただけます。

１



農作物やパンの販売等を中心として、実習活動を通して学
んだ活動内容の紹介など、農業高校ならではの企画が中心
となる文化祭になっています。アトラクション・食品販売
など、クラスごとの催し物なども充実しています。
１

食品科学科によるパン＆ジャムの販売１

園芸科による農作物の販売１

実習における研究成果や活
動内容についての発表が行
われます。自分が所属して
いない学科・専攻について
知ったり、発表を通して表
現力を培います。
１

日ごろの体験を通じて考え
たこと、実習等を通じ行っ
た研究事業について発表し
ます。校内選考を経て、県
大会に出場する生徒が選抜
されます。

(５月・１０月)

実験実習を通して家畜の失
われた生命に感謝すると共
に、生命の大切さについて
考えることを目的に行われ
る畜産科の行事です。

(９月)

(６月・１０月)

実習で扱う作物や道具の名前及び使い方など、より実践的
な知識を競うもので、３０秒という制限時間の中で問題を
次々に解いていくものです。

(７月)

体験授業「トラクターの運転」

吹奏楽部

バスケ部・柔道部



ブルガリア大使館を介しての文化交流によって本校でもブ
ルガリア・ローズを植樹・栽培したり、関連行事に参加する
などしています。

東関東大震災の津波等に
よって枯れてしまった海
岸線の防災林を再生する
ため、海岸防災林の再生
プロジェクトが発足しま
した。
平成３１年４月に１学年
全員が、令和２年３月に
２学年全員がマツ苗を足
川浜に植樹しました。

サッカー部・陸上競技部と
復興支援プロジェクトメン
バーに所属する生徒たちが
飯岡地区の花壇の植栽ボラ
ンティアを行いました。

近隣の小学校等の子どもたちに農業の楽しさを広めていく目的で、
本校の施設等を利用して、農業体験を実施しています。
本校生徒も実習の一環として子どもたちの活動をお手伝いします。

うなかみ幼稚園サツマイモ植え体験

中央小学校稲刈り体験
生徒による開会式・稲刈りの説明(左)と稲刈りの様子(右)

中央小学校花壇づくり

中央小学校田植え体験

中央小学校ふれあい動物園体験

学校の施設等を利用して、地域の
方々にも農業高校の授業を体験して
いただく目的で実施しています。

「愛と感謝を伝えるローズの集い」「ローズウォーターレシピアワード」食品科学科による「うどん作り」

マツ苗を植樹する生徒たち

本校職員による植樹についての説明

園芸科草花専攻の生徒
を中心に、農業高校と
してできることを追求
した復興支援活動を
行っています。
被災地を訪問して、防
災への理解を深めると
ともに、植樹ボラン
ティアや農産物の販売
を通して被災地を支援
しています。

都立大島高校の文化祭に参加

石巻市訪問、避難タワー見学 三原山の避難所を視察



1年次 7月 農業クラブ研究発表大会見学
1年次 8月 近隣農業実習（５日間）ＪＡ内
1年次12月 近隣農家実習（５日間放課後13時～17時）
2年次 8月 長野県内の農家宿泊実習（１０日間程度）
2年次 2月 千葉県農業経営者会議見学（千葉市内）
3年次 各自の進路実現に向けての取組（農家等の見学）

1年次7月 畜産総合研究センター講習会（１日）
1年次11月 近隣酪農家の見学
1年次12月 近隣酪農実習（５日間放課後13時～17時）
2年次8月 千葉県内の酪農家宿泊実習（１０日間程度）
2年次2月 千葉県農業経営者会議見学（千葉市内）
3年次 進路実現に向けての取組（酪農家等の見学）

ヒナにワクチンを
与えます！

JA内作業…!!

園芸科 卒業生より
私の父はネギ農家で、市場
などにネギ・オクラ等を出
荷しています。卒業後は農
業大学校に進学し、農業経
営について深く学んでいき
たいです。その後は家業を
継ぎ、地域の農業を盛り上
げていきます。

畜産科 卒業生より
私の家は酪農業を営んでいます。
将来、家業を継ぐために畜産科
で動物の飼育方法や命の大切さ
を日々感じて学んできました。
卒業後は農業大学校に進学し、
さらに知識・技術を高めます。
そして将来は農業の規模をさら
に大きく発展させた酪農を実現
することで、多くの人たちに畜
産を広めていきたいと思ってい
ます。


