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2018年 3月 8日 

報道関係各位 

慶應義塾大学 SFC研究所 

「第2回 全国の農業高校及び農業大学校を対象にした 
ホームページコンテスト」を開催―代表校を決定 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

■開催の目的 

本コンテストは、就農を志す中学生・高校生や社会人に対してだけでなく各農業教育機関への注目度の

更なる向上、農業分野全体の活性化を促す一助となることを狙いとし、全国の農業高校及び農業大学校

が「夢のある農業を描き、自分たちらしい活動」の内容を広く世の中に届けるツールとしてホームペー

ジを活用しているか、公開済みホームページより「独自に」審査し、表彰するものです。 

 

■審査概要 

（1）1次審査 ：全国の農業高校（農業系学科を設置している高校を含む）（385校）及び農業大学校（47

校）より 62 校 ※62 校詳細については別紙参照 

（2）本審査 ：62校より 14校 

（3）審査内容：・学校独自の情報をホームページを有効に活用して発信できているか 

・ホームページの充実度（正確性、視認性、更新・継続性） 

・ICTの活用など、新たな取り組みに挑戦しているかなど 

 

■審査員（順不同） 

田丸 健三郎（日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 ナショナルテクノロジーオフィサー） 

木下 武志 （株式会社クボタ 機械業務部長） 

柳谷 圭介 （日本電気株式会社 未来都市づくり推進本部 部長） 

伊勢村 浩司（ヤンマー株式会社 アグリ事業本部 経営企画部 新事業推進Ｇ 部長） 

重田 洋介 （井関農機株式会社 総合企画部・副参事） 

輪島 章司 （富士通株式会社 イノベーティブ IoT事業本部 Akisai事業部 シニアディレクター） 

吉田 剛  （株式会社トプコン 営業本部 国内ＩＴ農業推進部 部長） 

ピーター・ケル（ニュージーランド大使館 公使・総領事） 

小杉 智  （株式会社ネクストスケープ 代表取締役社長） 

景山 和貴 （株式会社 EduLab 株式会社教育測定研究所） 

寺本 勝俊（PwC コンサルティング合同会社 グローバル・イノベーション・ファクトリー所属 課長職）  

慶應義塾大学 SFC 研究所が運営するアグリプラットフォームコンソーシアム（代表：環境情報学部教

授,大学院政策・メディア研究科委員長 村井純）では、昨年度に引き続き、農業 IT 分野の産学連携

のための一環として「全国の農業高校及び農業大学校を対象にしたホームページコンテスト」を実施

し、１次審査において全国 47 都道府県の代表校及び特別枠 12 校、大学校から 3 校の合計 62 校を決

定しました。今後、選抜された 62 校の農業高校・農業大学校の中から 14 校を目途に受賞校を決定

し、3月 19日に表彰式を行う予定です。ぜひご取材いただきますようお願い申し上げます。 
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笹谷 秀光（株式会社伊藤園 CSR 推進部長 常務執行役員）  

前田 浩希（株式会社 電通 マーケティング・クリエーティブセンター長） 

佐藤 一絵（農林水産省 経営局 就農・女性課長）  

山田 広明（農林水産省 大臣官房 政策課 技術政策室長）  

大西 茂志（全国農業協同組合連合会 監事） 

小笠原 泰（明治大学 国際日本学部 教授） 

和田 智之（国立研究開発法人理化学研究所 光量子工学研究領域 グループディレクター） 

澁澤 栄 （東京農工大学大学院 農学研究院 教授） 

村井 純  （慶應義塾大学 環境情報学部 教授、大学院 政策・メディア研究科委員長） 

神成 淳司（慶應義塾大学 環境情報学部 准教授） 

 

■表彰式について 

日時：3月 19日（月）14:00～ 

場所：慶應義塾大学三田キャンパス南校舎ホール 

https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html 

 

表彰式には、表彰予定の学校（14校）から代表の生徒・学生・教員が参加し、審査員から表彰状が授与

されます。 

 
【本件のお問合せ先・取材お申し込み先】 
 

全国農業高校・農業大学校ホームページコンテスト事務局 
慶應義塾大学環境情報学部 神成淳司研究室 
kaminari-core@sfc.keio.ac.jp 
http://www.agri-platform.org/page-contest.html 

 
【配信元】 
 

慶應義塾大学 湘南藤沢事務室 学術研究支援担当 
kri-pr@sfc.keio.ac.jp 
TEL: 0466-49-3436 
FAX： 0466-49-3594 

https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html
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第 2回全国農業高校・農業大学校ホームページコンテスト代表校一覧 

 

◆農業高校（代表 47 校 特別枠選出（＊印）12校） 

 

北海道   遠別農業高等学校＊ 

   学校法人酪農学園 とわの森三愛高等学校 

青森県   五所川原農林高等学校 

   三本木農業高等学校＊ 

岩手県   一関第二高等学校 

宮城県   南郷高等学校 

秋田県   大曲農業高等学校 

山形県   置賜農業高等学校 

福島県   磐城農業高等学校 

   相馬農業高等学校＊ 

茨城県   水戸農業高等学校 

   鉾田農業高等学校＊ 

栃木県   栃木農業高等学校 

群馬県   利根実業高等学校＊ 

   安中総合学園高等学校 

埼玉県   秩父農工科学高等学校＊ 

   筑波大学附属坂戸高等学校 

千葉県   成田西陵高等学校＊ 

   下総高等学校 

東京都   大島高等学校 

   青梅総合高等学校＊ 

神奈川県  吉田島高等学校 

新潟県   佐渡総合高等学校 

富山県   中央農業高等学校 

石川県   翠星高等学校 

福井県   若狭東高等学校 

山梨県   農林高等学校 

長野県   更級農業高等学校 

   塩尻志学館高等学校＊ 

岐阜県   恵那農業高等学校 

静岡県   磐田農業高等学校 

愛知県   鶴城丘高等学校 
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三重県   久居農林高等学校 

滋賀県   湖南農業高等学校 

京都府   木津高等学校 

大阪府   農芸高等学校 

兵庫県   農業高等学校 

奈良県   磯城野高等学校 

   五條 賀名生分校＊ 

和歌山県  南部高等学校 

鳥取県   智頭農林高等学校 

島根県   邇摩高等学校 

   矢上高等学校＊ 

岡山県   勝間田高等学校 

広島県   西条農業高等学校 

山口県   田布施農工高等学校 

徳島県   城西高等学校 

香川県   笠田高等学校 

愛媛県   伊予農業高等学校 

高知県   高知農業高等学校 

福岡県   ありあけ新世高等学校 

佐賀県   佐賀農業高等学校 

長崎県   西彼農業高等学校 

熊本県   北陵高等学校＊ 

   鹿本農業高等学校 

大分県   宇佐産業科学高等学校 

宮崎県   宮崎農業高等学校 

鹿児島県  山川高等学校 

沖縄県   中部農林高等学校 

 

◆大学校（代表 3校） 

奈良県   なら食と農の魅力創造国際大学校 

東京都   日本農業経営大学校 

静岡県   静岡県立農林大学校   
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