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緑峰Furano Ryokuho High School

●現在の仕事を教えて下さい
　家電の販売修理やエアコン・ボイラー・アンテナの取り付けが
主な仕事です。市内はもちろん、旭川や日高方面のお客様の家を
訪問することもあります。

●普段の仕事で心懸けていることは？
　第一印象が大切なので、明るい印象を持ってもらえるように笑
顔で接客することです。働き始めたばかりのときに比べると、身
だしなみに対する意識が高まりました。接客は清潔感が大切だと
思うので、髪型や服装にも気を配っています。
　また、年配のお客様に家電の使用方法を説明するときは、ゆっ
くり大きな声で話すように努めています。

●仕事の魅力や今後の目標を教えてください
　お客様から感謝の言葉をいただいたときは、やりがいを感じま
す。私は幼い頃から祖父が創業したこの電器店で働きたいと考え
ていました。今後も仕事に真摯に向き合い、「困っていることが
あったら、おの電器に相談してみよう」と思っていただけるよう
な存在になりたいです。この場所に移転して今年で25年なの
で、更に地元の皆様に信頼されるように頑張りたいです。

【平成29度  電気システム科卒】

小野  　僚さん
勤務先：おの電器

●現在の仕事を教えて下さい
　農業機械の整備や部品注文を行っています。工場で機械整備を
行ったり、組合員さんの畑や倉庫に行き、出張で整備を行ったり
部品を届けることもあります。

●この仕事の魅力は？
　組合員さんに喜んでいただき「また頼むね」と言われた時は嬉
しいですし、これからも信頼してもらえるように頑張りたいとい
う気持ちになります。最初は先輩にいろいろと教えてもらいなが
らの日々でしたが、最近では自分で考えて作業を進め、気付いた
事や体験した事を活かせるようになりました。整備が終わった後
の達成感は次へのやりがいにつながります。

●高校時代の思い出は？
　クラスではホームルーム委員を務めましたし、課題研究班での
活動や平板測量の大会にも参加しました。何事にも意欲的に自分
から挑戦する事や諦めずに最後までやりとげる力が身につき、そ
のことが現在の仕事にも活かされていると感じています。

【平成28年度  園芸科学科卒】

武田　祐也さん
勤務先：JAふらの



spirits 地域で活躍する卒業生

●現在の仕事と志望理由を教えて下さい
　店頭での接客販売の他に通信販売の対応や、商品の棚おろし、
業者との対応に加えて売り上げ分析などの事務作業もあります。
就職して今年で８年目です。

●この仕事の魅力は？
　お客様から接客について「感じがいいですね」と言われたとき
はとても嬉しく、更に喜んでいただけるように頑張ろうと意欲が
湧いてきます。私が勤務する「彩り菜」というお店は地元の方や
リピーターのお客様が多いので、以前どの商品を買っていただい
たかということを覚えておき、次に来店したときはこの商品をお
すすめしたら喜んでいただけるのではと考えることも仕事の１つ
です。また、商品の知識を身につけるために、地元の生産者の方
に野菜の特徴や調理方法を教えていただくこともあります。

●高校時代の思い出や、現在に活かされていると感じることは
　何ですか？
　資格をたくさん取ることを意識していました。「エクセル」を
使用した表計算の作成は現在の業務でも役立っています。部活動
は写真部に所属していたので、商品のポップ（広告）作成で写真
撮影をおこなう際に活かされていると思います。

【平成24年度  情報ビジネス科卒】

林　  未久さん
勤務先：富良野観光物産公社 マルシェ２

●現在の仕事を教えて下さい
　住宅、自動車、教育にかかわる場面で自分の資金だけでは足り
ない方々のサポートをさせていただく仕事をしています。入行し
て今年で4年目です。窓口での現金の取り扱い、保険・投資信託
の案内を経て昨年の10月から現在の担当になりました。

●普段の仕事で心懸けていることは？
　まだまだ学ぶことが多いですが、お客様の要望に寄り添えるよ
うに、事前にさまざまなことを調べて安心して相談していただけ
るように毎日取り組んでいます。日頃から丁寧に説明することを
心懸けていますが、時にお客様のご要望に添えないこともあるの
で、そのときは特に丁寧に説明することを意識しています。

●後輩たちへメッセージを
　私の経験でもあるのですが、毎日を「頑張りすぎないこと」です。
これは怠けたり、サボったりしても構わないという意味ではなく、
「当たり前のこと、やるべき事はしっかりとこなす」ということで
す。その上で遊ぶときは思い切り遊ぶとよいのではないでしょう
か。このような切り替えが学校生活でも大切だと思います。

【平成28年度  流通経済科卒】

酒巻　実由さん
勤務先：北洋銀行富良野支店



専門科目（必修科目）
●農業と環境　　●課題研究　●総合実習
●農業情報処理　●野菜　　　●草花
●農業経営　　　●食品製造

●グリーンライフ ●園芸デザイン※
●フードデザイン

※学校設定科目選択科目

●食品衛生責任者 ●日本農業技術検定
●アグリマイスター ●危険物取扱者　　
●ガスアーク溶接 ●農業簿記検定
●P検定 ●ビジネス文書実務検定　
●情報処理検定

取得できる資格

Horticultural Science Course

六花亭製菓㈱、㈱柳月、ルタオ千歳工場、菓子司新谷、JAふらの、富良野振興公社、自衛隊
介護老人保健施設ふらの、ばすすとっぷ、南富良野大乗会、星野リゾートトマム、㈲ありんこ
北日本精機㈱、ジョイフルエーケー  など

酪農学園大学、旭川大学短期大学部、光塩学園女子短期大学部、帯広大谷短期大学、国学院短期大学
北海道立農業大学校、拓殖大学北海道短期大学、富良野緑峰高校農業特別専攻科
経専調理製菓専門学校、光塩学園調理製菓専門学校、北海道中央調理技術専門学校  など

　農と食の学びを通して、職業人としての資
質・能力を育て、幅広い分野での活躍を担う
人材の育成を図ります。

募集定員：40名（北海道全域）

園芸科学科
農を学び可能性の種をまく

目  

標

主な進路／進学

主な進路／就職

収穫する喜び収穫する喜び

交流学習を通した指導性の向上交流学習を通した指導性の向上

販売する者の責任感を醸成販売する者の責任感を醸成作物の種を蒔く作物の種を蒔く学びあい成長する農業クラブ活動学びあい成長する農業クラブ活動

農場での実践的な学習

先進農業を肌で感じる研修先進農業を肌で感じる研修科学的視点からの栽培管理科学的視点からの栽培管理

草花の活用方法を学習草花の活用方法を学習

農産物を活用する力を育成
農産物を活用する力を育成



専門科目（必修科目）
●工業技術基礎　●電気製図　●課題研究　●情報技術基礎　●工業数理基礎
●電気実習　　　●電気基礎　●電気機器　●電力技術　　　●電子技術

●第三種電気主任技術者 ●第一種電気工事士 ●第二種電気工事士
●技能士（電子機器組立て） ●2級電気工事施工管理技士 ●陸上特殊無線技士
●工事担任者 ●危険物取扱者 ●消防設備士
●ボイラー技士 ●ガス・アーク溶接 ●アマチュア無線技士
●パソコン利用技術検定 ●計算技術検定 ●情報技術検定

選択科目

　電力技術や情報・通信技術、製造技術のシステム化
など、工業の幅広い分野に対応できる基礎的・基本的
な知識と技術を習得し、環境に配慮しつつ地域や社会
の発展を図る能力と実践的な態度を育てます。

３級技能士国家試験 (電子機器組立て )

目  

標

主な進路／進学

主な進路／就職

電気工事技能競技全国大
会（両国国技館）

電気工事技能競技全国大
会（両国国技館）

Electrical Systems Course

軽米組、西山坂田電気、田中電気、富良野土地改良区、大洋設備、ムサシ電子、拓北電業、北海道電力
北海電気工事、北海道パワーエンジニアリング、北海道エネライン、日本ニューホランド、北海道電気保安協会
日本オーチス・エレベータ、北海道クボタ、北海道ガス、自衛隊、トヨタ自動車、日鉄テックスエンジ

室蘭工業大学、北海道情報大学、北海道情報専門学校、吉田学園情報ビジネス専門学校
札幌医学技術福祉歯科専門学校、日本工学院北海道専門学校、北日本自動車大学校

募集定員：40名（北海道全域）

次世代のエンジニアの育成

電気システム科

親子工作教室（チョロチューメカ製作）親子工作教室（チョロチューメカ製作）ふらのみらいらぼ（地域技術支援学習活動）ふらのみらいらぼ（地域技術支援学習活動）工場施設見学（北海電気工事配電技術センター様）工場施設見学（北海電気工事配電技術センター様）

全道工業クラブ大会
（課題研究発表の部）
全道工業クラブ大会
（課題研究発表の部）

プログラミングサポート支援事業（環境構築）プログラミングサポート支援事業（環境構築）電気工事体験交流会（道北電気工事組合様）電気工事体験交流会（道北電気工事組合様）

スペースプローブコンテスト
（植松電機様）

スペースプローブコンテスト
（植松電機様）



専門科目（必修科目）
●ビジネス基礎　　●簿記　　　●情報処理　●ビジネス実務
●マーケティング　●課題研究　●総合実践

２年次 ●財務会計Ⅰ ●プログラミング ●経済活動と法
３年次 Ａ：●観光実践 ●電子商取引 ●実用国語
 Ｂ：●原価計算 ●ビジネス情報 ●広告と販売促進
　　　　 　 ●異文化コミュニケーション

選択科目（2年・3年の予定）

●簿記検定（１～３級） ●ビジネス文書実務検定（１～２級）　 
●電卓検定（段位～２級） ●情報処理検定ビジネス情報（１～３級）
●商業経済検定（１～３級） ●情報処理検定プログラミング(１～２級)

取得できる資格

GENERAL BUSINESS COURSE

空知商工信用組合、北の峯ハイツ、ふらのまちづくり、Crystal Drop
ホテルベルヒルズ、大学農園、ヤマト運輸、大北土建工業、那知組
山伏パコム、ネッツトヨタ旭川（富良野店）、ふらの農業協同組合
旭川信用金庫富良野支店、北央貨物運輸、ニチイ学館

北海学園大学、旭川大学短期大学部、北海道武蔵女子短期大学
旭川福祉専門学校、札幌こども専門学校、北海道歯科衛生士専門学校
旭川理容美容専門学校、北都保健福祉専門学校、札幌歯科学院専門学校

　ビジネスに関わる基本的な知識と技術を習得さ
せるとともに、見方、考え方とともにサービス経済
化に対応できる表現力やコミュニケーション能力を
育成し、ビジネスの諸活動に適切に対応するために
必要な能力と態度を育てます。

募集定員：40名（北海道全域）

目  

標

主な進路／進学

主な進路／就職

平成29年  イベント集客UPへ！
オリジナルグッズデザイン

校内商業技術選抜大会 兼 全経電卓競技大会
北海道ワープロ競技大会予選会

ビジネス情報  ITガジェット体験
高専連携特別授業  北海道情報専門学校

仕入から販売まで会社経営を実感

大北土建工業様（事務）

富良野 藤井牧場直売カフェ様

接客から事務職まで
ー２年ビジネス実務就業体験学習ー

3 年  総合実践  販売実習会

計120台のコンピュータ完備（総合ビジネス科実習室）
1年  情報処理  授業風景

(北海道大会結果)

〈個人〉 佳良賞　〈団体〉 電卓3位入賞  種目別 伝票3
位入賞

(北海道大会結果)

〈個人〉 佳良賞　〈団体〉 電卓3位入賞  種目別 伝票3
位入賞

１年ビジネス基礎
ー緑峰OBよりビジネスマナー指導ー

３年 広告と販売促進
ー園芸科学科
　　　　  連携企画ー

富良野市内企業見学
新富良野プリンスホテル様
富良野市内企業見学
新富良野プリンスホテル様

平成28年  インバウンド客向け名所・おすすめ食べ物紹介

7月  園芸科学科産
メロン出荷

POST CARDデザイン

３年 広告と販売促進
フラノマルシェ様連携企画

電子商取引実習作品
見学旅行WEB サイトデザイン

祝 全国大会出場 （1月東京都）
全日本電卓競技北海道大会（商業クラブ）

祝 全国大会出場 （1月東京都）
全日本電卓競技北海道大会（商業クラブ）

総合ビジネス科
幅広いビジネスの知識を学び、進学・就職に強い学科

2020 年度 課題研究最優秀賞富良野ご当地弁当2020 年度 課題研究最優秀賞富良野ご当地弁当

Pleasant BOXPleasant BOXPleasant BOXPleasant BOX

商業クラブ新ユニット「ビーグルCoCo」2021年度より活動開始！



緑峰生、

キラリ!

情報ビジネス科３年

（中富良野町立中富良野中学校出身）

商業クラブではどのような活動をしていますか？

佐藤  幸太 さん

商品開発部門では、例年では「チャレンジグルメコンテス
ト」などの大会や地域のお店とのイベントなどに参加してい
ます。

緑峰高校への進学を考えている中学生にメッセージを
緑峰高校には、生徒のやりたいことを全力でバックアップし
てくれる先生方がたくさんいるため、農業・工業・商業に興
味のある人はもちろん、新しいことに挑戦したい方にもぴっ
たりです！

園芸科学科３年

（富良野市立富良野西中学校出身）

農業クラブ会長として活躍していますね

山野 磨璃海 さん

意見発表大会、技術競技大会、実績発表大会と大きな大会があり、最
優秀賞を目指して取り組んでいます。他にも収穫感謝祭など楽しい活
動もあります。

園芸科学科に入ってよかったことは？
地元の人と交流する機会や自分の意見をまとめて相手に伝えることが
多いので、コミュニケーション力や考えをまとめて伝える力が身につ
いたと思います。

流通経済科３年

（富良野市立富良野東中学校出身）

資格取得への取り組みについて

齊藤  佳織 さん

商業科で習得できる資格は、電卓やパソコンを使うものが多いです。
私は操作方法に慣れるまで時間がかかりましたが、繰り返し練習を
行っています。

やりがいを感じる場面は？
私は生徒会と部活動を両立しながら高校生活を送っています。生徒会
役員として活動する場面と部活の部長として活動する場面が同時にく
ることがあり大変ですが、学校のために、部活のために行動すること
が出来たときはすごくやりがいを感じました。

生徒会長　情報ビジネス科３年

（上富良野町立上富良野中学校出身）

緑峰高校のよい所は？

吉田  周平 さん

本校は、農業・工業・商業の三学科が合わさった学校である
ため、自分の学科だけでなく、他学科の知識・技術をより身
近で感じることが出来る学校です。

緑峰高校への進学を考えている中学生にメッセージを
緑峰高校は、中学校の皆さんの将来の夢ために勉強する環境
が揃っている学校です。ここでの学びは様々な分野で活きる
ものだと思います。ぜひ緑峰高校に来てください！

電気システム科３年

（富良野市立富良野西中学校出身）

工業クラブではどのような活動をしていますか？

安方  洋夢 さん

現在、ロボット競技出場に向けて取り組んでいます。その
他イベントなどで率先して活動しています。

卒業後の進路は？
電気保安業務の仕事に就きたいと考えています。そのため
には電験３種という高度な資格が必要なので毎日勉強を頑
張っています。



　富良野緑峰高校は、平成11年に富良野農業高校、富良野工業高校、富良野高校商業科をあわせて開校しまし
た。そのため本校は、農業系・工業系・商業系の3つの産業系学科を持つ特色ある構成になっており、施設、
設備も充実した学習環境が整っています。

　本校では、大半の生徒が就職を志望していることから、実社会に出たときに求められる忍耐力やコミュニケーション能力を錬
成するためにも部活動への加入を勧めています。

クラブ活動紹介

おもな学校行事

文化系

茶華道

書　道

写　真

演　劇

図書局

吹奏楽局

美術・イラスト同好会

農業クラブ

工業クラブ

商業クラブ

体育系

野　球

サッカー

山　岳

陸　上

卓　球

バスケットボール

バレーボール

バドミントン

テニス

ソフトテニス

体育祭 学校祭見学旅行

北海道富良野緑峰高等学校
〒076-0037 北海道富良野市西町1番1号
 （JR富良野駅から徒歩15分）
TEL 0167－22－2594（事務室）
TEL 0167－22－3071（職員室）
FAX 0167－22－2594
HP　http://www.furanoryokuho.hokkaido-c.ed.jp
Mail furanoryokuho-z0@hokkaido-c.ed.jp

ACCESS MAP

至旭川

西病院

富良野
市役所

至帯広

至滝川

根室本線

富良野駅

富良野緑峰高等学校

QRコードからアクセス
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