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寮 校内スポーツ大会

寮バーベキュー大会 農大祭

東関東スポーツ大会 卒業式

起床
朝食
1時限目
2時限目
昼食
3時限目
4時限目
サークル活動
夕食
入浴
自主学習
点呼
消灯就寝

7:00
8:00
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10:40
12:10
13:10
14:50
16:30
18:00
19:00

22:00
23:00

寮生の
１日

4月
5月

6月

7月

8月
9月
10月

11月
12月
1月

2月
3月

入学式
春季スポーツ大会
東関東スポーツ大会
第1回オープンキャンパス
第2回オープンキャンパス
前期試験
第3回オープンキャンパス
夏期休暇
1年先進的経営体実習
推薦入試
校内意見発表会
農大祭
冬期休暇
前期入試
卒論発表会
後期試験
後期入試
卒業式

年間行事
（本科）

〒321-3233 栃木県宇都宮市上籠谷町1145-1
TEL 028-667-0711（代）
http://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/index.html
E-mail:nougyou-dai@pref.tochigi.lg.jp

●車
・ JR宇都宮駅東口から30分
・ 宇都宮上三川ICから20分
・ 真岡 I Cから15分

●関東バス
JR宇都宮駅西口14番のりば
益子駅行
真岡営業所行（橋場経由のみ）
農大前下車

栃 木 県 農 業 大 学 校

　明治38年｢下延生農業補習学校｣が芳賀町下延生に創設され､
2020年には､創立１１5年になります。

沿　　革

　本校は、新たに就農しようとする青年、その他本県の農業を担うべき
者を対象に、優れた農業経営者として必要な能力の向上と幅広い教養
さらには人間性の涵養を図るため、実践的教育と研修を行ないます。

教育目標

栃木県農業大学校 キャンパスガイド栃木県農業大学校 キャンパスガイド
20202020

［本科生の経費・特典・進路等］

経 　 費 　 等

●入学金
●授業料
●その他
　の経費

●その他

5,650円
年額 124,800円
教科書代、校外学習費、寮生食費（1年）、学生自治会費、後援会費等
1年　年間　約 400,000円
2年　年間　約 120,000円
・本校在校生は、日本学生支援機構等の奨学金制度、就学支援制度、母子寡婦福祉資金
貸付制度の貸付対象となります。
・本校は、栃木県が認める次世代農業人材投資事業（準備型）の研修機関であり、本校
在校生のうち、新規就農希望者（雇用就農を含む）で一定の要件を満たす者は、最長
２年間、原則、年間最大150万円の給付対象となります。

（令和2年3月13日現在）

●即就農・研修後就農

●雇用就農先

●主な就職先
〔農業関連団体〕

〔農業・食品関連企業〕
 

〔その他〕
●進学先

１２名 （農経６　野菜３　畜産３）

田代農園、茂木農産、㈱ダイチ、㈱ｍｆ、㈱和みの杜、新井農園、富士食品工業、
谷中農園、山口果樹園、遠藤農園、㈲小林農産、眞嶋牧場、黒崎乳業、船津牧場、
㈲グリーンハートＴ＆Ｋ、㈲中西純情牧場、栃木県農業大学校

JAさの、JAなすの、全農農機、全農種苗、関東生乳販売農業協同組合連合、
全農パールライス、酪農とちぎ、酪農ヘルパー、栃木県牛群検定組合
ヤンマーアグリジャパン㈱、㈱コメリ、ＪＡエルサポート、㈱三菱農機、とちぎ園芸、
ホウライ㈱、東一宇都宮青果、栃木農産資材㈱、向島流通サービス㈱、
㈱アシストジャパン、飲食店
農業高校作業補助員
平成25～31年度卒
宇都宮大学　　日本農業経営大学校　弘前大学
酪農学園大学　恵泉女学園大学　　　帝京大学

令和元（2019）年度卒業生（本科59名）進 　 　 　 路

特典及び各種資格の取得

１　卒業生には、専門士(農業専門課程)の称号が付与されます。
２　本科の卒業見込者は、４年制大学の３年次への編入学の受験資格が得られます。
３　卒業生は、人事院規則等の規定では、短大２卒と同等に取り扱われることになります。
４　在学中に次の資格免許取得支援のための授業を行います。
全学科共通
　●農業機械士　●大型特殊(農耕車）免許　●けん引(農耕車)免許
畜産経営学科
　●家畜人工授精師
資格取得教養講座
●毒物劇物取扱者（一般・農業用品目）　●危険物取扱者(乙種第４類・丙種）　
●日本語ワープロ検定(日検２級～４級）　●文書デザイン検定(日検２級～３級）　
●情報処理技能検定(日検３級～４級）　●簿記（日商簿記検定３～４級）
校外受講の斡旋
●フォークリフト運転技能　●アーク・ガス溶接技能

Ⓒ栃木県

・寮は年末年始等を除き利用可能です

栃農大



卒業生から

在校生から

■施設野菜（いちご・トマト等）
　いちごでは、「とちおとめ」や「とちひ
め」、「スカイベリー」、「ミルキーベリー」
など県が開発した品種をいち早く取り
入れて最新の栽培技術を学んでいます。
　また、トマトでは平成２８年度から、
次世代型最先端（高軒高）ハウスで促成長期栽培に取り組んでいます。

■花き（シクラメン・あじさい、ポインセチア等の鉢物、きく、カー
ネーション、ゆり、ストック等の切り花）
　平成２７年度から、花きハウスで｢地中熱利用省エネ施設｣を導
入し、利用実証を行っています。また、県が開発した新品種の栽培
も積極的に取り入れています。

■酪農・肉用牛経営（飼養管理・人工授精、飼料作物栽培等）
　高能力牛を導入して牛群改良に取り組むとともに、ＩＣＴを駆使した飼養
管理等、新牛舎で魅力的な畜産経営を学んでいます。

■GAP（農業生産工程管理）についての知識・実践力を取得します。
■作物の整理・生態的特性や栽培環境を理解し、栽培技術及び経営管理の為の知識・技術を習得します。
■作物の生産性を考慮した土壌及び肥料の知識を習得します。
■食品の安全性や農畜産物の加工法・保存法などの知識を習得します。
■農畜産物のマーケティング等に関する知識を習得します。
■農業機械の安全効率利用に関する知識・技術を習得します。
■自ら生産した農畜産物を加工まで一貫させ、６次産業化に対応できる知識・技術を習得します。

農業大学校の教育

本 　 　 科
　優れた農業経営者等を育成するため、専門性の高い知識、技術や経営管理能力が修得できる
よう、栽培や飼養管理及び経営管理等に関する講義・実験と実習の履修時間を概ね５０：５０の割
合で実施し、また仲間づくりや責任感・協調性を育むため、本科１年次を全寮制としています。

［教育方針］

農業経営学科

園芸経営学科

畜産経営学科

﹇
各
学
科
共
通
﹈

野
菜
専
攻

花
き
専
攻

■果樹（なし・ぶどう・りんご等）
　グローバルＧ.Ａ.Ｐ.に加えて、なし及びぶどうの｢根圏制御栽培｣
に取り組んでいます。
　グローバルＧ．Ａ．Ｐ．取得品目は、梨

果
樹
専
攻

■土地利用型作物（水稲・麦・大豆・露地野菜等）
　水田センサーなどICT技術を活用した水稲
栽培や水田における露地野菜（たまねぎ）の栽
培など収益性の高い水田農業経営に取り組ん
でいます。

［学校法人三友学園との連携協定］
　 食の専門家の育成を目指す学校法人三友学園と連携し、相互に
講義や実習を実施する他、学校祭・学園祭に出店しています。

［農機メーカー等との連携協定］
　 農機メーカー及び全国農業協同組合連合会栃木県本部と協働し
て、最新の農業機械の操作や安全対策の研修等を行っています。

民間との連携による教育の充実

研　修　科 ［研修方針］　農業の担い手を目指す意欲ある者を対象として、農業経営に必要な基礎的知識や専
門的な栽培技術の研修と、経営の高度化を目指す農業経営者を対象として、ビジネスプランニング
等資質の向上を図るための研修を行います。また、農業機械の技術者養成のための研修を行います。

■先進的農業経営者養成研修「とちぎ農業ビジネススクール」
　需要に即応した商品づくりや、農業者自らが販路を切り拓くなど経営の高度化を目指す農業者を
対象に実践的な研修を行い､本県農業をリードする先進的な農業経営者を育成するための研修

■農業機械研修
　農業機械を計画的・効率的かつ安全に利用できる技能者を養成するための研修
１  農業機械士養成研修（前期・後期）
　　農業機械士（農耕車限定大型特殊免許、けん引免許の取得を含む）を取得できます。
2　農業機械安全効率利用研修
　　農業機械を安全に利用するための技術を学びます。

三友学園での加工実習 農機メーカーの提供でＧＰＳ搭載の
田植機の実演

　農業大学校は、座学と実習が５：５の割合で、頭と体で学ぶことができ
るので、実践的な知識や技術が身につきます。私が所属する園芸経営
学科野菜専攻では、1年生の前期に専攻作物として本県で主力の施設
野菜の「いちご」か「トマト」を選択し年間をとおして管理作業を行い栽
培のノウハウを詳しく学ぶことができます。私は、いちごを専攻し栃木
県で育成された甘くて大きい「スカイベリー」について学んでいます。多
くの仲間とともに生活し学ぶことができ、とても充実した学生生活を
送っています。

「甘くておいしい”いちご”
　　作りに励んでいます」

齋藤　栞菜
園芸経営学科
野菜専攻　１年

　高校卒業時から編入学を視野に入れており、大学との単位互換制度
がある農業大学校に入学しました。農大では座学と実習がバランスよく
行われており、高校まで農業に関する知識の無かった私でも分かりやす
く学ぶ事ができ、農業者に近い視点も養う事が出来たと感じています。
　先生方のご協力もあり、農大卒業後は北海道の大学に3年次編入
し、経営・経済の面から農業を学んでいます。また、在学中は大学のプロ
グラムを利用し、カナダへ1カ月間の短期留学も行いました。大学では、
より専門的な学習だけでなく様々な経験のための時間を得られたた
め、編入学をして良かったと満足しています。
　農大は二年間と短い期間でしたが、学んだ事は様々な形で今でも役
に立っています。大学卒業後も2つの学校で学んだ事を活かし、県内の
農業に携わりたいと思います。

「農大で学び活かしたこと」

藤田　俊栄
園芸経営学科　野菜専攻
（平成２９年度卒業）

　私が所属している農業経営学科では、水稲・畑作・露地野菜の基礎技
術だけでなく、ICT技術を活用した先端技術も学べます。露地野菜では
新たに、たまねぎ・ねぎの機械化一貫体系が導入され、省力・低コスト化
へ向けてより実践的に学ぶことができます。私が専攻する畑作では、携
帯型NDVI値センサーによるもち麦などの追肥要否を判断する試験な
ど、一人一人が卒業論文を通じて、より深く取り組んでいます。
　また、寮生活では他学科との交流や、自主性が身につき規則正しい
生活を送ることができます。かけがえのない友達もでき、寮での生活は
素敵な思い出になるでしょう。

「ＩＣＴ技術を利用した農業経営」

竹村　真琴
農業経営学科　１年

　私は1年前に栃農大を卒業し、現在親と別経営でいちご栽培をして
います。栃農大では自分で考え作業をすることが増えました。これによ
り作物を最初から最後まで栽培するというライフサイクルを自分で理解
し適切な作業などを体で覚えられたことを実感しています。就農してか
らは栃農大で学んできた、いちごの栽培管理や育苗期の管理などの基
礎部分を理解し、作業を行うことが出来ていることを実感しています。
私は栃農大で2年間学べてこれて良かったです。

飯塚　拓郎
園芸経営学科　野菜専攻
（平成３０年度卒業）

「学校で学んだことを
　　　　活かした経営」

グローバルＧ.Ａ.Ｐ.認証の取得

　次代の農業経営者に必須であるＧ.Ａ.Ｐ.（農業生産
工程管理）教育の教科のため、平成29年11月に国
際的な認証制度であるグローバルＧ．Ａ．Ｐ．の認証を
露地梨で取得しました。全国の県立農業大学校にお
けるグローバルＧ．Ａ．Ｐ.の認証取得は３番目で、現在、
認証継続３年目です。

次世代型園芸人材育成施設

　「園芸大国とちぎづくり」の一翼を担う
意欲ある人材の育成を図るため、先端技
術を用いた園芸の育苗施設をはじめ、機
械化一貫体系による露地野菜の生産を
実践的に学ぶことができる教育環境を整
備しています。 新設された育苗施設等

（令和２（2020）年3月完成）

就農準備
基礎研修

就農準備
専門研修

農業経営や栽培技術の基本的内容を中心とし
た講義・実習

いちご･施設野菜･露地野菜･果樹の農業経営・
栽培技術の専門的内容に関する講義･実習等

コ ー ス 内　　　　容

４月～１月（30日）※1

４月～3月（30日）※1

４月～3月（50日）

研修期間（日数）
土曜日

木曜日

月･水･金
曜日

研修曜日

■就農準備校「とちぎ農業未来塾」
　農業経営に必要な基礎的知識や専門的な栽培技術の研修

※1 他管理登校日数日

ドリーム牛舎での飼育管理

　畜産教育の充実を図るため、新しい畜産教育施設「ドリーム牛舎」を平成30年3月に整備しました。
　ドリーム牛舎はＩＣＴ等の先端技術を活用した最新式の家畜管理施設で、乳用牛と肉用牛を一体的
に飼養できる複合型牛舎です。
　監視カメラや繁殖・分娩管理機器等により、情報通信技術を活用して牛舎にいなくても発情や分
娩の状況を確認できます。
　畜産に「夢」を持った学生がたくさん入学し、ドリーム牛舎で様々な技術を学べるよう、教育内容も
充実させています。

次世代型トマト（高軒高）ハウスでの栽培管理

　高軒高ハウスは、ハイワイヤー栽培によるトマトの促成長期栽培が可能で、高収
量が見込める先進的なハウスです。
　ＩＣＴ技術を活用した複合環境制御やスマートフォン等による栽培環境データの
把握が可能で、学生・研修生は先進的な栽培技術を学ぶことができます。

　農大では、将来の農業の担い手を育てるために講義、実習を経てさ
まざまな知識や技術を学ぶことができます。
　私が所属する果樹専攻では、梨やリンゴ、ブドウ、キウイフルーツ、カ
キ、クリなど多くの種類の果樹栽培技術を学べる他、根域制御栽培など
新しい技術にも触れることができます。卒論のテーマも自分で決めて、
計画し実行するので将来の経営にも役立てられ、楽しくやりがいも感じ
られます。
　また、多くのイベントやサークル活動も楽しめると思います。

深澤　嘉宣
園芸経営学科　果樹専攻　１年

「ナシ農家を目指して」

　畜産経営学科では、講義の他専攻実習・農場管理実習を通して、畜
産全般について一から学ぶ事ができます。また、２年次には、酪農・肉牛
の専攻に分かれ、更に専門的な知識や技術について学びます。
　私は、畜産とは関係ない学科から入学し、何も知らず戸惑う事ばかり
でしたが、先生方や友達から支えて貰える良い環境で多くの事を吸収
しています。ここには、本校ならではの魅力が沢山あるので、是非本校
に来てみて下さい。

｢畜産の魅力を体感！｣

武田　奈津実
畜産経営学科　１年

 花き専攻では、鉢花、切り花ともに多くの種類
の花を栽培しています。鉢花はシクラメンやアジ

サイ、切り花はキクやカーネーションを中心に、11月の農大祭に向けて
様々な種類の花を栽培することができます。他の学科よりも人数は少
ないですが、その分みんな仲良く協力し合いながら作業ができるので、
とても楽しく学ぶことができます。

「花き専攻の魅力」

菱沼　由希
園芸経営学科　花き専攻　２年



卒業生から

在校生から

■施設野菜（いちご・トマト等）
　いちごでは、「とちおとめ」や「とちひ
め」、「スカイベリー」、「ミルキーベリー」
など県が開発した品種をいち早く取り
入れて最新の栽培技術を学んでいます。
　また、トマトでは平成２８年度から、
次世代型最先端（高軒高）ハウスで促成長期栽培に取り組んでいます。

■花き（シクラメン・あじさい、ポインセチア等の鉢物、きく、カー
ネーション、ゆり、ストック等の切り花）
　平成２７年度から、花きハウスで｢地中熱利用省エネ施設｣を導
入し、利用実証を行っています。また、県が開発した新品種の栽培
も積極的に取り入れています。

■酪農・肉用牛経営（飼養管理・人工授精、飼料作物栽培等）
　高能力牛を導入して牛群改良に取り組むとともに、ＩＣＴを駆使した飼養
管理等、新牛舎で魅力的な畜産経営を学んでいます。

■GAP（農業生産工程管理）についての知識・実践力を取得します。
■作物の整理・生態的特性や栽培環境を理解し、栽培技術及び経営管理の為の知識・技術を習得します。
■作物の生産性を考慮した土壌及び肥料の知識を習得します。
■食品の安全性や農畜産物の加工法・保存法などの知識を習得します。
■農畜産物のマーケティング等に関する知識を習得します。
■農業機械の安全効率利用に関する知識・技術を習得します。
■自ら生産した農畜産物を加工まで一貫させ、６次産業化に対応できる知識・技術を習得します。

農業大学校の教育

本 　 　 科
　優れた農業経営者等を育成するため、専門性の高い知識、技術や経営管理能力が修得できる
よう、栽培や飼養管理及び経営管理等に関する講義・実験と実習の履修時間を概ね５０：５０の割
合で実施し、また仲間づくりや責任感・協調性を育むため、本科１年次を全寮制としています。

［教育方針］

農業経営学科

園芸経営学科

畜産経営学科
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各
学
科
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■果樹（なし・ぶどう・りんご等）
　グローバルＧ.Ａ.Ｐ.に加えて、なし及びぶどうの｢根圏制御栽培｣
に取り組んでいます。
　グローバルＧ．Ａ．Ｐ．取得品目は、梨

果
樹
専
攻

■土地利用型作物（水稲・麦・大豆・露地野菜等）
　水田センサーなどICT技術を活用した水稲
栽培や水田における露地野菜（たまねぎ）の栽
培など収益性の高い水田農業経営に取り組ん
でいます。

［学校法人三友学園との連携協定］
　 食の専門家の育成を目指す学校法人三友学園と連携し、相互に
講義や実習を実施する他、学校祭・学園祭に出店しています。

［農機メーカー等との連携協定］
　 農機メーカー及び全国農業協同組合連合会栃木県本部と協働し
て、最新の農業機械の操作や安全対策の研修等を行っています。

民間との連携による教育の充実

研　修　科 ［研修方針］　農業の担い手を目指す意欲ある者を対象として、農業経営に必要な基礎的知識や専
門的な栽培技術の研修と、経営の高度化を目指す農業経営者を対象として、ビジネスプランニング
等資質の向上を図るための研修を行います。また、農業機械の技術者養成のための研修を行います。

■先進的農業経営者養成研修「とちぎ農業ビジネススクール」
　需要に即応した商品づくりや、農業者自らが販路を切り拓くなど経営の高度化を目指す農業者を
対象に実践的な研修を行い､本県農業をリードする先進的な農業経営者を育成するための研修

■農業機械研修
　農業機械を計画的・効率的かつ安全に利用できる技能者を養成するための研修
１  農業機械士養成研修（前期・後期）
　　農業機械士（農耕車限定大型特殊免許、けん引免許の取得を含む）を取得できます。
2　農業機械安全効率利用研修
　　農業機械を安全に利用するための技術を学びます。

三友学園での加工実習 農機メーカーの提供でＧＰＳ搭載の
田植機の実演

　農業大学校は、座学と実習が５：５の割合で、頭と体で学ぶことができ
るので、実践的な知識や技術が身につきます。私が所属する園芸経営
学科野菜専攻では、1年生の前期に専攻作物として本県で主力の施設
野菜の「いちご」か「トマト」を選択し年間をとおして管理作業を行い栽
培のノウハウを詳しく学ぶことができます。私は、いちごを専攻し栃木
県で育成された甘くて大きい「スカイベリー」について学んでいます。多
くの仲間とともに生活し学ぶことができ、とても充実した学生生活を
送っています。

「甘くておいしい”いちご”
　　作りに励んでいます」

齋藤　栞菜
園芸経営学科
野菜専攻　１年

　高校卒業時から編入学を視野に入れており、大学との単位互換制度
がある農業大学校に入学しました。農大では座学と実習がバランスよく
行われており、高校まで農業に関する知識の無かった私でも分かりやす
く学ぶ事ができ、農業者に近い視点も養う事が出来たと感じています。
　先生方のご協力もあり、農大卒業後は北海道の大学に3年次編入
し、経営・経済の面から農業を学んでいます。また、在学中は大学のプロ
グラムを利用し、カナダへ1カ月間の短期留学も行いました。大学では、
より専門的な学習だけでなく様々な経験のための時間を得られたた
め、編入学をして良かったと満足しています。
　農大は二年間と短い期間でしたが、学んだ事は様々な形で今でも役
に立っています。大学卒業後も2つの学校で学んだ事を活かし、県内の
農業に携わりたいと思います。

「農大で学び活かしたこと」

藤田　俊栄
園芸経営学科　野菜専攻
（平成２９年度卒業）

　私が所属している農業経営学科では、水稲・畑作・露地野菜の基礎技
術だけでなく、ICT技術を活用した先端技術も学べます。露地野菜では
新たに、たまねぎ・ねぎの機械化一貫体系が導入され、省力・低コスト化
へ向けてより実践的に学ぶことができます。私が専攻する畑作では、携
帯型NDVI値センサーによるもち麦などの追肥要否を判断する試験な
ど、一人一人が卒業論文を通じて、より深く取り組んでいます。
　また、寮生活では他学科との交流や、自主性が身につき規則正しい
生活を送ることができます。かけがえのない友達もでき、寮での生活は
素敵な思い出になるでしょう。

「ＩＣＴ技術を利用した農業経営」

竹村　真琴
農業経営学科　１年

　私は1年前に栃農大を卒業し、現在親と別経営でいちご栽培をして
います。栃農大では自分で考え作業をすることが増えました。これによ
り作物を最初から最後まで栽培するというライフサイクルを自分で理解
し適切な作業などを体で覚えられたことを実感しています。就農してか
らは栃農大で学んできた、いちごの栽培管理や育苗期の管理などの基
礎部分を理解し、作業を行うことが出来ていることを実感しています。
私は栃農大で2年間学べてこれて良かったです。

飯塚　拓郎
園芸経営学科　野菜専攻
（平成３０年度卒業）

「学校で学んだことを
　　　　活かした経営」

グローバルＧ.Ａ.Ｐ.認証の取得

　次代の農業経営者に必須であるＧ.Ａ.Ｐ.（農業生産
工程管理）教育の教科のため、平成29年11月に国
際的な認証制度であるグローバルＧ．Ａ．Ｐ．の認証を
露地梨で取得しました。全国の県立農業大学校にお
けるグローバルＧ．Ａ．Ｐ.の認証取得は３番目で、現在、
認証継続３年目です。

次世代型園芸人材育成施設

　「園芸大国とちぎづくり」の一翼を担う
意欲ある人材の育成を図るため、先端技
術を用いた園芸の育苗施設をはじめ、機
械化一貫体系による露地野菜の生産を
実践的に学ぶことができる教育環境を整
備しています。 新設された育苗施設等

（令和２（2020）年3月完成）

就農準備
基礎研修

就農準備
専門研修

農業経営や栽培技術の基本的内容を中心とし
た講義・実習

いちご･施設野菜･露地野菜･果樹の農業経営・
栽培技術の専門的内容に関する講義･実習等

コ ー ス 内　　　　容

４月～１月（30日）※1

４月～3月（30日）※1

４月～3月（50日）

研修期間（日数）
土曜日

木曜日

月･水･金
曜日

研修曜日

■就農準備校「とちぎ農業未来塾」
　農業経営に必要な基礎的知識や専門的な栽培技術の研修

※1 他管理登校日数日

ドリーム牛舎での飼育管理

　畜産教育の充実を図るため、新しい畜産教育施設「ドリーム牛舎」を平成30年3月に整備しました。
　ドリーム牛舎はＩＣＴ等の先端技術を活用した最新式の家畜管理施設で、乳用牛と肉用牛を一体的
に飼養できる複合型牛舎です。
　監視カメラや繁殖・分娩管理機器等により、情報通信技術を活用して牛舎にいなくても発情や分
娩の状況を確認できます。
　畜産に「夢」を持った学生がたくさん入学し、ドリーム牛舎で様々な技術を学べるよう、教育内容も
充実させています。

次世代型トマト（高軒高）ハウスでの栽培管理

　高軒高ハウスは、ハイワイヤー栽培によるトマトの促成長期栽培が可能で、高収
量が見込める先進的なハウスです。
　ＩＣＴ技術を活用した複合環境制御やスマートフォン等による栽培環境データの
把握が可能で、学生・研修生は先進的な栽培技術を学ぶことができます。

　農大では、将来の農業の担い手を育てるために講義、実習を経てさ
まざまな知識や技術を学ぶことができます。
　私が所属する果樹専攻では、梨やリンゴ、ブドウ、キウイフルーツ、カ
キ、クリなど多くの種類の果樹栽培技術を学べる他、根域制御栽培など
新しい技術にも触れることができます。卒論のテーマも自分で決めて、
計画し実行するので将来の経営にも役立てられ、楽しくやりがいも感じ
られます。
　また、多くのイベントやサークル活動も楽しめると思います。

深澤　嘉宣
園芸経営学科　果樹専攻　１年

「ナシ農家を目指して」

　畜産経営学科では、講義の他専攻実習・農場管理実習を通して、畜
産全般について一から学ぶ事ができます。また、２年次には、酪農・肉牛
の専攻に分かれ、更に専門的な知識や技術について学びます。
　私は、畜産とは関係ない学科から入学し、何も知らず戸惑う事ばかり
でしたが、先生方や友達から支えて貰える良い環境で多くの事を吸収
しています。ここには、本校ならではの魅力が沢山あるので、是非本校
に来てみて下さい。

｢畜産の魅力を体感！｣

武田　奈津実
畜産経営学科　１年

 花き専攻では、鉢花、切り花ともに多くの種類
の花を栽培しています。鉢花はシクラメンやアジ

サイ、切り花はキクやカーネーションを中心に、11月の農大祭に向けて
様々な種類の花を栽培することができます。他の学科よりも人数は少
ないですが、その分みんな仲良く協力し合いながら作業ができるので、
とても楽しく学ぶことができます。

「花き専攻の魅力」

菱沼　由希
園芸経営学科　花き専攻　２年



卒業生から

在校生から

■施設野菜（いちご・トマト等）
　いちごでは、「とちおとめ」や「とちひ
め」、「スカイベリー」、「ミルキーベリー」
など県が開発した品種をいち早く取り
入れて最新の栽培技術を学んでいます。
　また、トマトでは平成２８年度から、
次世代型最先端（高軒高）ハウスで促成長期栽培に取り組んでいます。

■花き（シクラメン・あじさい、ポインセチア等の鉢物、きく、カー
ネーション、ゆり、ストック等の切り花）
　平成２７年度から、花きハウスで｢地中熱利用省エネ施設｣を導
入し、利用実証を行っています。また、県が開発した新品種の栽培
も積極的に取り入れています。

■酪農・肉用牛経営（飼養管理・人工授精、飼料作物栽培等）
　高能力牛を導入して牛群改良に取り組むとともに、ＩＣＴを駆使した飼養
管理等、新牛舎で魅力的な畜産経営を学んでいます。

■GAP（農業生産工程管理）についての知識・実践力を取得します。
■作物の整理・生態的特性や栽培環境を理解し、栽培技術及び経営管理の為の知識・技術を習得します。
■作物の生産性を考慮した土壌及び肥料の知識を習得します。
■食品の安全性や農畜産物の加工法・保存法などの知識を習得します。
■農畜産物のマーケティング等に関する知識を習得します。
■農業機械の安全効率利用に関する知識・技術を習得します。
■自ら生産した農畜産物を加工まで一貫させ、６次産業化に対応できる知識・技術を習得します。

農業大学校の教育

本 　 　 科
　優れた農業経営者等を育成するため、専門性の高い知識、技術や経営管理能力が修得できる
よう、栽培や飼養管理及び経営管理等に関する講義・実験と実習の履修時間を概ね５０：５０の割
合で実施し、また仲間づくりや責任感・協調性を育むため、本科１年次を全寮制としています。

［教育方針］
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■果樹（なし・ぶどう・りんご等）
　グローバルＧ.Ａ.Ｐ.に加えて、なし及びぶどうの｢根圏制御栽培｣
に取り組んでいます。
　グローバルＧ．Ａ．Ｐ．取得品目は、梨
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■土地利用型作物（水稲・麦・大豆・露地野菜等）
　水田センサーなどICT技術を活用した水稲
栽培や水田における露地野菜（たまねぎ）の栽
培など収益性の高い水田農業経営に取り組ん
でいます。

［学校法人三友学園との連携協定］
　 食の専門家の育成を目指す学校法人三友学園と連携し、相互に
講義や実習を実施する他、学校祭・学園祭に出店しています。

［農機メーカー等との連携協定］
　 農機メーカー及び全国農業協同組合連合会栃木県本部と協働し
て、最新の農業機械の操作や安全対策の研修等を行っています。

民間との連携による教育の充実

研　修　科 ［研修方針］　農業の担い手を目指す意欲ある者を対象として、農業経営に必要な基礎的知識や専
門的な栽培技術の研修と、経営の高度化を目指す農業経営者を対象として、ビジネスプランニング
等資質の向上を図るための研修を行います。また、農業機械の技術者養成のための研修を行います。

■先進的農業経営者養成研修「とちぎ農業ビジネススクール」
　需要に即応した商品づくりや、農業者自らが販路を切り拓くなど経営の高度化を目指す農業者を
対象に実践的な研修を行い､本県農業をリードする先進的な農業経営者を育成するための研修

■農業機械研修
　農業機械を計画的・効率的かつ安全に利用できる技能者を養成するための研修
１  農業機械士養成研修（前期・後期）
　　農業機械士（農耕車限定大型特殊免許、けん引免許の取得を含む）を取得できます。
2　農業機械安全効率利用研修
　　農業機械を安全に利用するための技術を学びます。

三友学園での加工実習 農機メーカーの提供でＧＰＳ搭載の
田植機の実演

　農業大学校は、座学と実習が５：５の割合で、頭と体で学ぶことができ
るので、実践的な知識や技術が身につきます。私が所属する園芸経営
学科野菜専攻では、1年生の前期に専攻作物として本県で主力の施設
野菜の「いちご」か「トマト」を選択し年間をとおして管理作業を行い栽
培のノウハウを詳しく学ぶことができます。私は、いちごを専攻し栃木
県で育成された甘くて大きい「スカイベリー」について学んでいます。多
くの仲間とともに生活し学ぶことができ、とても充実した学生生活を
送っています。

「甘くておいしい”いちご”
　　作りに励んでいます」

齋藤　栞菜
園芸経営学科
野菜専攻　１年

　高校卒業時から編入学を視野に入れており、大学との単位互換制度
がある農業大学校に入学しました。農大では座学と実習がバランスよく
行われており、高校まで農業に関する知識の無かった私でも分かりやす
く学ぶ事ができ、農業者に近い視点も養う事が出来たと感じています。
　先生方のご協力もあり、農大卒業後は北海道の大学に3年次編入
し、経営・経済の面から農業を学んでいます。また、在学中は大学のプロ
グラムを利用し、カナダへ1カ月間の短期留学も行いました。大学では、
より専門的な学習だけでなく様々な経験のための時間を得られたた
め、編入学をして良かったと満足しています。
　農大は二年間と短い期間でしたが、学んだ事は様々な形で今でも役
に立っています。大学卒業後も2つの学校で学んだ事を活かし、県内の
農業に携わりたいと思います。

「農大で学び活かしたこと」

藤田　俊栄
園芸経営学科　野菜専攻
（平成２９年度卒業）

　私が所属している農業経営学科では、水稲・畑作・露地野菜の基礎技
術だけでなく、ICT技術を活用した先端技術も学べます。露地野菜では
新たに、たまねぎ・ねぎの機械化一貫体系が導入され、省力・低コスト化
へ向けてより実践的に学ぶことができます。私が専攻する畑作では、携
帯型NDVI値センサーによるもち麦などの追肥要否を判断する試験な
ど、一人一人が卒業論文を通じて、より深く取り組んでいます。
　また、寮生活では他学科との交流や、自主性が身につき規則正しい
生活を送ることができます。かけがえのない友達もでき、寮での生活は
素敵な思い出になるでしょう。

「ＩＣＴ技術を利用した農業経営」

竹村　真琴
農業経営学科　１年

　私は1年前に栃農大を卒業し、現在親と別経営でいちご栽培をして
います。栃農大では自分で考え作業をすることが増えました。これによ
り作物を最初から最後まで栽培するというライフサイクルを自分で理解
し適切な作業などを体で覚えられたことを実感しています。就農してか
らは栃農大で学んできた、いちごの栽培管理や育苗期の管理などの基
礎部分を理解し、作業を行うことが出来ていることを実感しています。
私は栃農大で2年間学べてこれて良かったです。

飯塚　拓郎
園芸経営学科　野菜専攻
（平成３０年度卒業）

「学校で学んだことを
　　　　活かした経営」

グローバルＧ.Ａ.Ｐ.認証の取得

　次代の農業経営者に必須であるＧ.Ａ.Ｐ.（農業生産
工程管理）教育の教科のため、平成29年11月に国
際的な認証制度であるグローバルＧ．Ａ．Ｐ．の認証を
露地梨で取得しました。全国の県立農業大学校にお
けるグローバルＧ．Ａ．Ｐ.の認証取得は３番目で、現在、
認証継続３年目です。

次世代型園芸人材育成施設

　「園芸大国とちぎづくり」の一翼を担う
意欲ある人材の育成を図るため、先端技
術を用いた園芸の育苗施設をはじめ、機
械化一貫体系による露地野菜の生産を
実践的に学ぶことができる教育環境を整
備しています。 新設された育苗施設等

（令和２（2020）年3月完成）

就農準備
基礎研修

就農準備
専門研修

農業経営や栽培技術の基本的内容を中心とし
た講義・実習

いちご･施設野菜･露地野菜･果樹の農業経営・
栽培技術の専門的内容に関する講義･実習等

コ ー ス 内　　　　容

４月～１月（30日）※1

４月～3月（30日）※1

４月～3月（50日）

研修期間（日数）
土曜日

木曜日

月･水･金
曜日

研修曜日

■就農準備校「とちぎ農業未来塾」
　農業経営に必要な基礎的知識や専門的な栽培技術の研修

※1 他管理登校日数日

ドリーム牛舎での飼育管理

　畜産教育の充実を図るため、新しい畜産教育施設「ドリーム牛舎」を平成30年3月に整備しました。
　ドリーム牛舎はＩＣＴ等の先端技術を活用した最新式の家畜管理施設で、乳用牛と肉用牛を一体的
に飼養できる複合型牛舎です。
　監視カメラや繁殖・分娩管理機器等により、情報通信技術を活用して牛舎にいなくても発情や分
娩の状況を確認できます。
　畜産に「夢」を持った学生がたくさん入学し、ドリーム牛舎で様々な技術を学べるよう、教育内容も
充実させています。

次世代型トマト（高軒高）ハウスでの栽培管理

　高軒高ハウスは、ハイワイヤー栽培によるトマトの促成長期栽培が可能で、高収
量が見込める先進的なハウスです。
　ＩＣＴ技術を活用した複合環境制御やスマートフォン等による栽培環境データの
把握が可能で、学生・研修生は先進的な栽培技術を学ぶことができます。

　農大では、将来の農業の担い手を育てるために講義、実習を経てさ
まざまな知識や技術を学ぶことができます。
　私が所属する果樹専攻では、梨やリンゴ、ブドウ、キウイフルーツ、カ
キ、クリなど多くの種類の果樹栽培技術を学べる他、根域制御栽培など
新しい技術にも触れることができます。卒論のテーマも自分で決めて、
計画し実行するので将来の経営にも役立てられ、楽しくやりがいも感じ
られます。
　また、多くのイベントやサークル活動も楽しめると思います。

深澤　嘉宣
園芸経営学科　果樹専攻　１年

「ナシ農家を目指して」

　畜産経営学科では、講義の他専攻実習・農場管理実習を通して、畜
産全般について一から学ぶ事ができます。また、２年次には、酪農・肉牛
の専攻に分かれ、更に専門的な知識や技術について学びます。
　私は、畜産とは関係ない学科から入学し、何も知らず戸惑う事ばかり
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しています。ここには、本校ならではの魅力が沢山あるので、是非本校
に来てみて下さい。

｢畜産の魅力を体感！｣

武田　奈津実
畜産経営学科　１年

 花き専攻では、鉢花、切り花ともに多くの種類
の花を栽培しています。鉢花はシクラメンやアジ

サイ、切り花はキクやカーネーションを中心に、11月の農大祭に向けて
様々な種類の花を栽培することができます。他の学科よりも人数は少
ないですが、その分みんな仲良く協力し合いながら作業ができるので、
とても楽しく学ぶことができます。

「花き専攻の魅力」

菱沼　由希
園芸経営学科　花き専攻　２年
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大学校

寮 校内スポーツ大会

寮バーベキュー大会 農大祭

東関東スポーツ大会 卒業式

起床
朝食
1時限目
2時限目
昼食
3時限目
4時限目
サークル活動
夕食
入浴
自主学習
点呼
消灯就寝

7:00
8:00
9:00
10:40
12:10
13:10
14:50
16:30
18:00
19:00

22:00
23:00

寮生の
１日

4月
5月

6月

7月

8月
9月
10月

11月
12月
1月

2月
3月

入学式
春季スポーツ大会
東関東スポーツ大会
第1回オープンキャンパス
第2回オープンキャンパス
前期試験
第3回オープンキャンパス
夏期休暇
1年先進的経営体実習
推薦入試
校内意見発表会
農大祭
冬期休暇
前期入試
卒論発表会
後期試験
後期入試
卒業式

年間行事
（本科）

〒321-3233 栃木県宇都宮市上籠谷町1145-1
TEL 028-667-0711（代）
http://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/index.html
E-mail:nougyou-dai@pref.tochigi.lg.jp

●車
・ JR宇都宮駅東口から30分
・ 宇都宮上三川ICから20分
・ 真岡 I Cから15分

●関東バス
JR宇都宮駅西口14番のりば
益子駅行
真岡営業所行（橋場経由のみ）
農大前下車

栃 木 県 農 業 大 学 校

　明治38年｢下延生農業補習学校｣が芳賀町下延生に創設され､
2020年には､創立１１5年になります。

沿　　革

　本校は、新たに就農しようとする青年、その他本県の農業を担うべき
者を対象に、優れた農業経営者として必要な能力の向上と幅広い教養
さらには人間性の涵養を図るため、実践的教育と研修を行ないます。

教育目標

栃木県農業大学校 キャンパスガイド栃木県農業大学校 キャンパスガイド
20202020

［本科生の経費・特典・進路等］

経 　 費 　 等

●入学金
●授業料
●その他
　の経費

●その他

5,650円
年額 124,800円
教科書代、校外学習費、寮生食費（1年）、学生自治会費、後援会費等
1年　年間　約 400,000円
2年　年間　約 120,000円
・本校在校生は、日本学生支援機構等の奨学金制度、就学支援制度、母子寡婦福祉資金
貸付制度の貸付対象となります。
・本校は、栃木県が認める次世代農業人材投資事業（準備型）の研修機関であり、本校
在校生のうち、新規就農希望者（雇用就農を含む）で一定の要件を満たす者は、最長
２年間、原則、年間最大150万円の給付対象となります。

（令和2年3月13日現在）

●即就農・研修後就農

●雇用就農先

●主な就職先
〔農業関連団体〕

〔農業・食品関連企業〕
 

〔その他〕
●進学先

１２名 （農経６　野菜３　畜産３）

田代農園、茂木農産、㈱ダイチ、㈱ｍｆ、㈱和みの杜、新井農園、富士食品工業、
谷中農園、山口果樹園、遠藤農園、㈲小林農産、眞嶋牧場、黒崎乳業、船津牧場、
㈲グリーンハートＴ＆Ｋ、㈲中西純情牧場、栃木県農業大学校

JAさの、JAなすの、全農農機、全農種苗、関東生乳販売農業協同組合連合、
全農パールライス、酪農とちぎ、酪農ヘルパー、栃木県牛群検定組合
ヤンマーアグリジャパン㈱、㈱コメリ、ＪＡエルサポート、㈱三菱農機、とちぎ園芸、
ホウライ㈱、東一宇都宮青果、栃木農産資材㈱、向島流通サービス㈱、
㈱アシストジャパン、飲食店
農業高校作業補助員
平成25～31年度卒
宇都宮大学　　日本農業経営大学校　弘前大学
酪農学園大学　恵泉女学園大学　　　帝京大学

令和元（2019）年度卒業生（本科59名）進 　 　 　 路

特典及び各種資格の取得

１　卒業生には、専門士(農業専門課程)の称号が付与されます。
２　本科の卒業見込者は、４年制大学の３年次への編入学の受験資格が得られます。
３　卒業生は、人事院規則等の規定では、短大２卒と同等に取り扱われることになります。
４　在学中に次の資格免許取得支援のための授業を行います。
全学科共通
　●農業機械士　●大型特殊(農耕車）免許　●けん引(農耕車)免許
畜産経営学科
　●家畜人工授精師
資格取得教養講座
●毒物劇物取扱者（一般・農業用品目）　●危険物取扱者(乙種第４類・丙種）　
●日本語ワープロ検定(日検２級～４級）　●文書デザイン検定(日検２級～３級）　
●情報処理技能検定(日検３級～４級）　●簿記（日商簿記検定３～４級）
校外受講の斡旋
●フォークリフト運転技能　●アーク・ガス溶接技能

Ⓒ栃木県

・寮は年末年始等を除き利用可能です

栃農大
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ヤンマーアグリジャパン㈱、㈱コメリ、ＪＡエルサポート、㈱三菱農機、とちぎ園芸、
ホウライ㈱、東一宇都宮青果、栃木農産資材㈱、向島流通サービス㈱、
㈱アシストジャパン、飲食店
農業高校作業補助員
平成25～31年度卒
宇都宮大学　　日本農業経営大学校　弘前大学
酪農学園大学　恵泉女学園大学　　　帝京大学

令和元（2019）年度卒業生（本科59名）進 　 　 　 路

特典及び各種資格の取得

１　卒業生には、専門士(農業専門課程)の称号が付与されます。
２　本科の卒業見込者は、４年制大学の３年次への編入学の受験資格が得られます。
３　卒業生は、人事院規則等の規定では、短大２卒と同等に取り扱われることになります。
４　在学中に次の資格免許取得支援のための授業を行います。
全学科共通
　●農業機械士　●大型特殊(農耕車）免許　●けん引(農耕車)免許
畜産経営学科
　●家畜人工授精師
資格取得教養講座
●毒物劇物取扱者（一般・農業用品目）　●危険物取扱者(乙種第４類・丙種）　
●日本語ワープロ検定(日検２級～４級）　●文書デザイン検定(日検２級～３級）　
●情報処理技能検定(日検３級～４級）　●簿記（日商簿記検定３～４級）
校外受講の斡旋
●フォークリフト運転技能　●アーク・ガス溶接技能

Ⓒ栃木県

・寮は年末年始等を除き利用可能です

栃農大


