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報道関係者各位 
2019 年 3 月 8 日 

慶應義塾大学 SFC 研究所 

「第 3回 全国農業高校・農業大学校ホームページコンテスト」  
受賞校 15 校を決定 

■審査概要 

（1） 一次審査 ：全国の農業高校（農業系学科を設置している高校を含む）および農業大学校（民間農

業研修教育機関含む）から 57 校を選出 

（2） 本審査 ： 57 校より 15 校を選出 

（3） 審査内容 ：・学校独自の情報を発信できているか 

・ICT の活用など、新たな取り組みに挑戦しているか 

・今の日本の農業界にとって有効と感じる活動がある、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 部長）  
上窪 啓太 （ヤンマーアグリ株式会社 開発統括部 主幹）  
工藤 和貴 （井関農機株式会社 営業推進部 部長）  
藤田 幸宏 （日本電気株式会社 未来都市づくり推進本部 シニアマネージャー）  
輪島 章司 （富士通株式会社 スマートアグリカルチャー事業本部 Akisai 事業部 

Akisai ビジネス部 部長） 
吉田 剛  （株式会社トプコン スマートインフラ事業本部 国内 IT 農業推進部 部長）  
松本 賢英 （農林水産省 大臣官房 技術政策室長）  
佐藤 一絵 （農林水産省 経営局 就農・女性課長）  
サビーヌ・オフェレール （駐日フランス大使館 参事官）  
石田 寿  （株式会社 伊藤園 執行役員 管理本部 副本部長 コミュニケーショングループ担当 

兼 CSR/ESG 推進部長）  
佐竹 真悟 （株式会社 EduLab 事業開発室）  
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（在フランス））  
澁澤 栄  （東京農工大学大学院 農学研究院 教授）  
前田 浩希 （株式会社電通 京都ビジネスアクセラレーションセンター 

チーフビジネスアクセラレータ―）  
和田 智之 （国立研究開発法人理化学研究所 光量子工学研究センター 

光量子制御技術開発チーム チームディレクター）  

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（農業系学科を設置している高校を含む）、

農業大学校及び民間農業教育機関を対象にしたホームページコンテストを実施します。一次審

査において選出された農業高校（各都道府県代表 48 校（北海道は 2 ブロック）および特別枠 5
校）、農業大学校及び民間農業教育機関（4 校）の 57 校（別紙参照）を対象に本審査を実施し、

受賞校 15 校を決定しました。 
3 月 26 日（火）に慶應義塾大学三田キャンパス北館ホールにて表彰式を行います。ぜひご取

材ください。 
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唐澤 剛  （慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授）  

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教授／内閣官房副政府 CIO） 

 

■表彰式について 

日時：3 月 26 日（火）15:30～ 

場所：慶應義塾大学三田キャンパス 北館ホール 

https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html 
表彰式には、表彰予定の学校から代表の生徒・学生・教員が参加し、審査員から表彰状が授与されます。 

 

※本プレスリリースは、新聞各社社会部等に配信しております。 
 
【本件についてのお問合せ先】 
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 
http://www.agri-platform.org/page-contest.html 
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 
 
【配信元】 
慶應義塾大学 湘南藤沢事務室 学術研究支援担当 
E-mail:kri-pr@sfc.keio.ac.jp 
TEL:0466-49-3436 
FAX:0466-49-3594 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html
http://www.agri-platform.org/page-contest.html
mailto:kaminari-core@sfc.keio.ac.jp


 

3 / 3 
 

 

第 3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 53校（特別推薦枠（＊5校）含む）） 

北海道(ブロック１) 帯広農業高等学校      大阪府 府立農芸高等学校 

北海道(ブロック２) 士幌高等学校        兵庫県 県立農業高等学校 

           東藻琴高等学校＊      奈良県 県立磯城野高等学校 

青森県 県立名久井農業高等学校          和歌山県 県立南部高等学校 

岩手県 県立水沢農業高等学校          鳥取県 県立倉吉農業高等学校 

宮城県 加美農業高等学校            島根県 県立松江農林高等学校 

秋田県 県立西目高等学校                県立出雲農林高等学校＊ 

山形県 県立上山明新館高等学校         岡山県 県立高梁城南高等学校 

福島県 県立小野高等学校            広島県 県立油木高等学校 

    県立安達東高等学校＊          山口県 県立田布施農工高等学校 

茨城県  県立大子清流高等学校          徳島県 県立城西高等学校 

栃木県  県立栃木農業高等学校          香川県 県立石田高等学校 

群馬県  県立伊勢崎興陽高等学校         愛媛県 県立丹原高等学校 

埼玉県  筑波大学附属坂戸高等学校            愛媛大学附属高等学校＊ 

千葉県  県立下総高等学校            高知県 県立高知農業高等学校 

東京都  都立青梅総合高等学校          福岡県 県立朝倉光陽高等学校 

神奈川県  県立相原高等学校           佐賀県 県立佐賀農業高等学校 

新潟県  県立加茂農林高等学校          長崎県 県立西彼農業高等学校 

富山県  県立小杉高等学校            熊本県 県立熊本農業高等学校 

石川県 県立翠星高等学校                県立矢部高等学校＊ 

福井県 県立福井農林高等学校          大分県 県立佐伯豊南高等学校 

山梨県 県立笛吹高等学校            宮崎県 県立日南振徳高等学校 

長野県 富士見高等学校             鹿児島県 県立加世田常潤高等学校 

岐阜県 県立岐阜農林高等学校          沖縄県 県立久米島高等学校 

静岡県 県立浜松湖北高等学校 

愛知県 県立安城農林高等学校 

三重県 県立久居農林高等学校 

滋賀県 県立長浜農業高等学校 

京都府 府立農芸高等学校 

 

◆ 大学校（代表 4校） 

奈良県 なら食と農の魅力創造国際大学校 

宮崎県 宮崎県立農業大学校 

茨城県 公益社団法人日本国民高等学校協会 

専修学校 日本農業実践学園 

東京都 日本農業経営大学校 

別紙 


