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アグリマイスターを
目指して頑張る人の応援マガジン創刊！
昨年から、農業を学ぶ高校生を対象としたアグリマイスター顕彰制度が始まり、１年目の昨
年は６７３名のアグリマイスターが誕生しました！
そして、もっと多くのアグリマイスターが生まれるために、もっと多くの高校生に挑戦して
もらいたく、アグリマイスターを目指す皆さんを応援するマガジンとして、このフリーペーパー
“AGRI Meister”が生まれました。
農業を中心に、一般教養分野の資格や検定なども含まれるアグリマイスター顕彰制度です。
目指す理由も目的も一人一人さまざまだと思いますが、みんなの共通のこととして、頑張るた
めの目標にしてもらいたいと思っています。
頑張った先輩や仲間たちからのアドバイスや、頑張っている皆さんからの質問や相談、感想
や意見が寄せられ、それが頑張っている姿を紹介していくことにつながればと思います。
この”応援マガジン”がきっかけとなって、ひとりでも多くの方がアグリマイスター挑戦に
前向きになってくれることを願っています。
“AGRI Meister”は年２回、アグリマイスターを申請する時期に発行となります。一人一人
が輝く高校生活を送るために、本誌のご愛読を宜しくお願いいたします。
AGRI Meister 編集部

「平成 28 年熊本地震」で被災された皆さまへ
本年 4 月 14 日以降の熊本地震で被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申しあげるとともに、犠牲になられた方々のご冥福と
ご遺族の皆様に対し深くお悔やみを申しあげます。
被災地におかれましては一日も早い復興と、皆さまのご無事を心よりお祈りいたします。
全国農業高等学校長協会一同
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新制度、
2年目の
おさらい！

今さらヒトに聞けない！

アグリマイスターって、
新入生は
特に注目!!

何ですかぁ～
アグリマイスター顕彰制度は、農業を学ぶ皆さんの頑張りを、

学力だけでなく多方面から捉え、そして総合的に評価するために生まれた制度です。
評価の対象は、農業に関するさまざまな資格や検定、学校農業クラブ活動、
そして農業の未来を担うために必要な一般教養分野など、多岐にわたります。
アグリマイスターの認定は、取得する資格や活動内容の成績などを、
《アグリマイスター顕彰制度区分表》に則った得点で換算し、
その合計得点で「シルバー」
「ゴールド」
「プラチナ」の 3 段階のランクに認定されます。
全国約 9 万人の農業を学ぶ高校生にとって、しっかりとした目標・目的となる制度として、
農業系高等学校の校長で組織される《全国農業高等学校長協会》が、実施しています。
昨年誕生した 673 名のアグリマイスターに、皆さんも続きましょう！

何を勉強するの？

農業以外の教養的資格も
アグリマイスターには大事な要素

社会に出て農業関係に従事することになれば、
農業に関する知

識や技術はもちろんですが、
そのほかの教養的知識も大変重要で

す。また、
基礎的な教養があってこそ農業の専門知識 技･術を習得
できる、
ということもあります。例えば英語ができれば海外の農

業事情を深く知ることができるでしょう。言ってみれば「農業は

総合科学」です。

そのためアグリマイスターでは、
実用英語検定（英検）や日本漢

字 能 力 検 定（ 漢 検 ）な どの資 格 も 得 点 化 して、申 請できる 制 度に

なっています。

Question
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アグリマイスターって、

何ですかぁ～

Question

ＦＦＪ検定も評価の対象。
協調性や責任感も試される
「試される」ということは、ちゃんと評価されるということ。ＦＦＪ検
定の結果も得点に換算するのですが、各学校 単
、「中
( 位クラブ で
) 、「初級」
級」
、都道府県連で「上級」
、日連で「特級」を評価します。学校農業クラ
ブ活動の３大目標である「科学性」
「社会性」
「指導性」の達成度を確認す
るのがＦＦＪ検定ですので、学校農業クラブが大切にしている共同学習や
責任感なども評価の対象になります。
学校農業クラブの全国
大会はじめ各種大会、発
表 会 や 競 技 会の成 績 も評

認定は難しいの？

極めるほど評価も高まる、
つの認証ランク
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価の対象です。特に大臣
賞 を 受 賞 し た 場 合 は５０
得 点 とみ な さ れ、 ゴ ー ル
ド ラ ン ク のア グ リ マ イ ス
ターとして認定されます

シルバーからゴールド、ゴールドからプラチナへと認定ランクを上げる

３分の２は農業分野での得点であることが条件付けられています。

それぞれ得点の合計が３０点、４５点、６０点以上が必要となりますが、

ルド」
、さらに極めてすばらしいとの評価認定が「プラチナ」となります。

着実な実績に対し認定する「シルバー」
、進んだ実績に対しては「ゴー

されています。

アグリマイスターには成績（得点の合計）により、３つのランクが設定
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ことも可能ですので、自分の目標に向かって是非、極めてください。
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（ランクについては、後で
述べます）
。

Question

今までと何が違うの？
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Question

何に役立つの？

アグリマイスターを目標にすると、日々の学習にも目標が生

まれ生活自体が充実します。授業中の活動も、農業当番実習の

経験も、学校生活の一つ一つがすべてアグリマイスターへの道程

になります。

認 定 された場 合、就 職 や 進 学の際の「 推 薦 状 」や「履歴 書 」

にもアグリマイスターの認定を記載できます。
「どんなことをす

るのか」
「どう活かすのか」など、面接官もきっとあなたへの関

心が高まることでしょう。アグリマイスターは高校生活の充実ぶ

りと頑張り度合いを全国農業高等学校長協会が認定した証なの

です。

アグリマイスターに挑戦するには、まず申請を行わなくては

なりません。申請の機会は決まっていて年に２回だけです。必要

書類は学校にありますので、先生に相談してください。

自分の「誇り」となる制度
まずは“申請”チャンスを逃さない！
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度の
顕彰制
ー
タ
マイス
アグリ
ェック！

項をチ
実施要

～平成 28 年度実施要項～（※詳細については、6 月 1 日以降に公開予定のホームページで確認してください。
）

http://www.zennokocyokai.org/
■アグリマイスターの各ランク認定について（実施要項第２条）
取得した資格や検定試験・コンクールなどでの合格や優秀な成績などをアグリマイスター顕彰区分表で得点に換算
し、その合計得点で 3 つのランクに認定されます。
（顕彰区分表はｐ 7）
3 つのランクと、その認定条件は次のとおり。
◆シルバー認定（合計 30 点以上 45 点未満）ただし区分表 A での得点が 20 点以上必要。
◆ゴールド認定（合計 45 点以上 60 点未満）ただし区分表 A での得点が３0 点以上必要。
◆プラチナ認定（合計 60 点以上）ただし区分表 A での得点が４0 点以上必要。
※学校農業クラブ活動での大臣賞の受賞は 50 点相当とし、ゴールド認定となる。
※上位のランクを申請する場合の認定
（例）シルバー認定を受けた人がその後ゴールド認定を目指す場合は、その時の区分表で計算しなおして再評価。同一の資格や検定・コンクー
ルでは、上位ランクの成績（資格）のみを得点化します。

■申請から認定、その他の日程について（実施要項第３条）
◆Ｑ＆Ａのホームページ公開：6 月 1 日（水）
《以降》
◆申請期間：６月 20 日（月）～７月 15 日（金）
◆認定委員会の開催予定日：７月 29 日（金）≪予定≫
◆認定証の送付予定日：8 月 22 日（月）≪前後送付予定≫
◆区分表に記載していない資格・検定などの協議書の申請期間：８月 1 日（月）～８月 12 日（金）
■申請手続き（実施要項第５条）
「アグリマイスター顕彰制度申請書（様式１）
」に必要事項を記入の上、資格の合格証書、協議成績のわかる書類の写
し（コピー）を添えて、申請料４００円と一緒に、所属する学校長に提出します。
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アグリマイスターって、

何ですかぁ～

アグリマイスター顕彰制度 区分表

得点など、詳しくは全国農業高等学校長協会 HP（6 月 1 日以降公開予定）
平成 28 年度実施要項「アグリマイスター顕彰制度の手びき」をご参照ください http://www.zennokocyokai.org
※「区分表」は年度毎に内容が見直されます。

学校
農業クラブ活動

区分

A

全国規模の
専門分野
資格取得

専門関係競技会

○ＦＦＪ検定（初級・中級・上級・特級）
○プロジェクト発表会

○意見発表会

○平板測量競技会

○家畜審査競技会

○農業鑑定競技会（全国）

○農業情報処理競技会

○食の検定 食農級

○食の 6 次産業化プロデューサー（食 Pro.） ○日本農業技術検定 ( ３級、２級 )

○生物分類技能検定

○バイオ技術者認定試験

○土壌医検定試験

○園芸装飾技能検定

○フラワーデザイナー資格検定

○フラワー装飾技能士検定

○カラーコーディネーター検定

○色彩検定

○実験動物 2 級技術者

○愛玩動物飼養管理士

○家畜商

○騎乗者資格認定試験

○動物愛護推進員

○動物愛護社会化検定

○家畜人工授精師

○リテールマーケティング（販売士）検定

○食品生活アドバイザー ® 検定

○食品衛生責任者

○パン製造技能士

○測量士・測量士補

○造園技能士検定

○レタリング技能検定試験

○トレース技能検定試験

○グリーンセイバー資格検定

○玉掛け特別教育講習

○移動式クレーン特別教育講習

○固定式クレーン特別教育講習

○移動式クレーン運転実技教育講習

○小型移動式クレーン運転技能講習

○小型フォークリフト特別教育講習

○締め固め用機械（ローラー）特別教育

○高所作業車運転技能講習

○小型高所作業車特別教育

○刈払機取扱作業安全衛生教育

○小型車両系建設機械特別教育講習

○車両系建設機械技能講習

○振動工具取扱作業安全衛生教育

○チェンソー安全衛生教育

○機械加工技能士

○機械保全技能検定

○機械検査技能士

○家庭科食物調理技術検定

○家庭科被服製作技術検定

○家庭科保育技術検定

○毒物劇物取扱者試験

○危険物取扱者試験

○特定化学物質等作業主任者技能講習

○有機溶剤作業主任者技能講習

○普通第一種圧力容器取扱作業主任技術講習

○潜水士試験

○全国高校生フラワーアレンジメントコンテスト

○全国造園デザインコンクール

○日本学生科学賞

○日本ホルスタイン登録協会乳牛体型審査

○フラワーアレンジメント競技会
○乳牛共進会（県大会）

○和牛共進会（県大会）

○毎日農業記録賞

○バイオ甲子園

○農業高校生全国意見文コンクール

○全国農業高校お米甲子園

○森の聞き書き甲子園

○ご当地！絶品うまいもん甲子園

○全国高校生みんな DE 笑顔プロジェクト

○米粉の名人料理グランプリ

○全国高校生ソバ打ち選手権

○高校生ビジネスプラングランプリ

○全日本ブラックアンドホワイトショウ

○NFD 全国高校生フラワーデザインコンテスト ○技能五輪全国大会

○数学検定

○弁論大会

○高校生文化大賞

○税の作文コンクール

○全国高等学校英語スピーチコンテスト

○ホームプロジェクト・学校家庭クラブ研究発表 ○全国高校生料理コンクール

○全国高校生クリエイティブコンテスト ○全国高等学校情報処理競技大会

区分

B

全国規模の
教養的資格取得
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○ ICT プロフィシエンシー検定（P 検） ○日本語ワープロ検定試験

○プレゼンテーション作成検定試験

○文書デザイン検定試験

○ホームページ作成検定試験

○日商 PC 検定試験（全種目）

○パソコンスピード認定試験

○文書デザイン検定試験

○日本語文書処理技能検定試験

○情報処理技能検定試験（表計算）

○情報処理技能検定試験（データベース）

〇日商簿記検定試験

○簿記能力検定試験

○ガス溶接特別教育講習

○アーク溶接特別教育講習

○ボイラー技士

○小型ボイラー取扱業務特別教育講習

○グラインダ特別教育

○リビングスタイリスト試験

○訪問介護員養成研修

○福祉住環境コーディネーター検定

○手話技能検定試験

○レース編物技能検定試験

○繊維製品品質管理士試験

○織物設計検定

○染色検定

○語彙・読解力検定

○日本漢字能力検定試験

○リスニング英語検定

○実用英語技能検定試験

○英語検定試験

○日商ビジネス英語検定

○計算技術検定試験

○情報技術検定

○パソコン利用技術検定

○ CG-ARTS 検定（CG 部門・画像処理部門）

○情報処理検定試験

○全商ワープロ実務検定試験

○ビジネス文書実務検定試験

○ビジネス文書検定

○商業経済検定試験

〇簿記実務検定試験（会計）

〇簿記実務検定試験（原価計算）

○会計実務検定試験（財務会計論）

○会計実務検定試験（財務諸表分析）

○秘書検定

○ビジネス実務マナー検定

○サービス接遇検定

○珠算・電卓実務検定試験

○珠算検定

an interview

德田 安伸

全国農業高等学校長協会理事長
（東京都立園芸高等学校統括校長）

◆「アグ
 リマイスター顕彰制度」は、学習成果
を評価する制度です。

今年２年目を迎えたアグリマイスター顕彰制

度。昨年は６７３人が認定され、大変喜ばしい

と感じています。

今、全国で９万人の生徒が「農業」について

学んでいます。この９万人がしっかりとした目

的を持ち、より一層意欲的に取り組んでいくた

めには、身に付けた知識・技術・技能を正しく

評価することが必要でした。そこで、農業関係

高校における全ての学習成果を評価する制度と

して「アグリマイスター顕彰制度」を構築し、

昨年ようやく実施することになったのです。

農業系の表彰制度である「アグリマイスター」

◆「農業は 総合科学」です。

なのに、なぜ農業以外の教養分野、基礎力の資

格取得まで含めるのかと言う質問が当初寄せら

れていました。しかし、これは「農業は総合科

あって初めて農業の専門知識・技術に到達する

学」であるということ、すなわち教養の基礎が

ことができるという理由から、広く教養分野の

農業の専門性を根幹とする観点を重視し、全体

資格取得まで含めることにしたのです。ただし、

の２／３以上は農業専門に関するもの、という

ことを条件としています。
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一人一人が
輝く農業教育に向けて。
～アグリマイスター制度、２年目を迎えて～

文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育課程調査官
初等中等教育局児童生徒課産業教育振興室 教科調査官

田畑淳一

アグリマイスター顕彰制度（以下、アグリマイスター）は平成 27 年度に全国農業高等学校長協会で創設されました。
学力だけでは測れない資質・能力等を各種発表会や競技会、資格取得などを通して多角的に評価する顕彰制度であり、
生徒のみなさんの〝がんばり”を“見える化”したものです。
アグリマイスターを通して、生徒一人一人が輝く学校生活を送るには、次の３つがポイントとなります。

①目標設定：高校生活の学習目標にできる。
②自己表現：主体的な学習を推進できる。
③進路活用：将来設計（進路選択）につながる。
アグリマイスターは、学校の規模に関係なく、一人一人の努力で目指せる顕彰制度です。高校生活３年間の学習目標
の一つとして頑張ってみましょう。
加えて、アグリマイスターに関わるみなさんへ！
農業系高校の先生方にお願いです。
アグリマイスターの充実を図っていくために、授業改善や教育課程、学校農業クラブ特に FFJ 検定等について常に見
直してください。そして、都道府県・学校として整備すべき環境を検討し続けていただきたく思います。
そして校長先生の皆さんへ。
アグリマイスターの社会的認知と価値を築く PR 活動に、より一層のご尽力を賜りますようお願い致します。

２年目を迎えたとはいえ、まだ始まったばかりのアグリマイスター制度です。
農業学習に関わるすべての人で育てていくとともに、農業教育の社会的な意義や役割を広げていきましょう。
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◆「見えにくい力」も評価します。

一般的な資格取得の成果は合格・不合格として

比較的簡単に評価することができます。いわゆる

は単純に点数化しにくい「見えにくい力」もあり

「見えやすい力」です。しかし、農業学習において

中で見えにくい力を、学校農業クラブ活動で行っ

ます。アグリマイスターでは、日々の農業学習の

ている「ＦＦＪ検定」の中で評価します。指導性

や社会性、協働学習、責任感などの力も評価します。

さらに、プロジェクト発表会、意見発表会、農業

鑑定競技会等の成績も評価対象としますので、課

題発見・解決力、表現力、コミュニケーション力な

どの能力も評価の対象としています。

◆「農業校長協会」が保証します。

「アグリマイスター顕彰制度」は、農業関係高校

の校長で組織する全国農業高等学校長協会が、農

業教育の成果の「質の確保・向上」を目指す一環

として構築しています。皆さんの高校生活での「頑

張り」を進学や就職に役立てるため、
「その頑張り」

制度なのです。

を校長協会が保証するのが、アグリマイスターの

◆「一人一人が輝く」農業教育となります。

農業関係学科に入学した直後から、
「アグリマイ

スター」取得という目標に向かって日常の学習活

動が始まります。毎日の学校生活の積み重ね、授

業中の活動や放課後の農業当番実習などの全てが

「アグリマイスター」に近づいていきます。
「一人一

人」の努力が顕彰の対象となります。アグリマイ

スターをめざすことが「一人一人が輝く」農業教育

となるよう、２年目、３年目と大いに推進、飛躍

していきたいと考えています。皆さんも、アグリ

マイスターを目指して、大いに活躍してください。

アグリマイスター顕彰制度を農業学習の柱に…！

an Data

アグリマイスター顕彰制度
ピックアップ「参加資格」
手話技能検定試験
［主催団体］
NPO 手話技能検定協会
［問合せ担当者］村田節子
［連絡先］03-5642-3353
［区 分］ B ／ 2 級＝ B（12 点）3 級＝ C（7 点）
4 級＝ D
（4 点）5 級＝ E（2 点）6 級＝ F（1 点）

初級バイオ技術者認定試験
後援：文部科学省

［主催団体］NPO 法人 日本バイオ技術教育学会
［問合せ担当者］川村賢司
［連絡先］info@bio-edu.or.jp
［ H P ］http://www.bio-edu.or.jp
［区 分］A ／初級＝ D（4 点）

手話の技能レベルを判定する試験。1 ～ 7 級
までありレベルにあわせ受験可能。医療・福祉
や企業等でも活躍が期待できる。個人の他、グ
ループや団体でも受験できる。

愛玩動物飼養管理士試験
［主催団体］
公益社団法人 日本愛玩動物協会
［問合せ担当者］阿部剛司
［連絡先］03-3355-7855
［区 分］A ／ 2 級＝ D
（4 点） 準 2 級＝ E
（2 点）

当学会の主事業にバイオ技術者認定がある。農
業系高校生対象には初級バイオ技術者認定試験
があります。今年 7 月に第 15 回目実施予定。
詳細は HP を御覧下さい。

愛玩動物飼養管理士 多くの専門学校や企業で
も取得を推奨！日本全国で愛玩動物飼養管理士
が活躍しています。
お問い合わせ 03-5357-7725
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編集部からのお知らせ
①これから挑戦したい資格・検定情報
誌面で詳しく取り上げて欲しい資格検定を教えてください。
また、その資格検定を取得したい理由など、簡単なコメントを添えてお寄せください。

②私の高校のココがすごい！（取材希望）
実習で学んだ技術を活かし商品の開発に取り組んでいる学校を大募集 !!
○どんな商品か
○開発への意気込みや、
開発に至ったきっかけ、
一番苦労したところ（苦労しているところ）などのエピソードも教えてください。
○学校名
○取材をさせて頂く場合のご連絡先・ご担当者名
○取り組んでいるチーム名（クラス名、部活名など）

応募先
郵送：〒 101-0052 東京都千代田区神田小川町 3-11-2 インペリアル御茶の水ビル 609
㈱ BeTogether AGRI Meister 東京編集部
Mail：agrimeister@betogether.co.jp
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私たちは

日

20

発行人
徳田安伸
編集人
佐藤 晋也

全国の農業高校生を

5

応援しています

平成 年 月

28

発行所
全国農業高等学校長協会

生業につながる！農業アカデミーまもなく開校！

アグリアカデミー
五所川原機能性植物研究所
五所川原

東京都千代田区九段南
- ＴＥＬ０３ ５
- ３５７ １
- ６６６ ＦＡＸ０３ ５
- ３５７ １
- ６６７
4
3
3

農業研修生を随時募集 !!
募集コース１：農業を志す強い意思のある方
研修期間：１年間～３年間
募集コース２：自ら健康になりたいと考える方
研修期間：３ヶ月間・半年間・１年間
研修場所：青森県五所川原市（グリーンバイオ村内）
詳しくは、株式会社アグリコミュニケーションズ津軽にお問合せください。

私たちは、地域の農業高校と連携した産学官の６次産業化の協議会から発足した、
農業から地域を支える会社です。

株式会社アグリコミュニケーションズ津軽
青森県五所川原市毘沙門上熊石 1-13
電話：0173-26-5155 FAX：0173-26-5150

