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緑峰Furano R yokuho High School

▶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、予算管理が主な仕事です。富良野の店舗だ
けではなく、名古屋など道外百貨店で開催される物産展に行ったこ
ともあります。

▶店長として、大変なことはありませんか？
　はい、昨年１１月から店長として働いています。
　プレッシャーを感じることもあります。職場には自分より年齢が上
の従業員の方もたくさんいますが、会話を通して自分では気づけな
かったことなど、仕事に活かせることもたくさんありますし、毎日が新
たな発見の連続です。

▶後輩たちにエールを
　私は高校時代、振り返ると勉強とカレンジャー娘の活動に力を入
れて過ごしました。特にカレンジャー娘の活動で、さまざまな場所に
行き、いろいろな人達と交流できたことが現在の仕事にも活かされ
ています。高校時代にどんなことでも良いので、誰にも負けないくらい
頑張ったという経験があると、その後の人生に必ず役立つと思いま
す。後輩の皆さんには何事にも全力で挑戦して欲しいですね。

【平成26年度  園芸科学卒・上富良野中学卒】

勤務先：菓子司新谷　石田　莉菜さん

▶現在の仕事を教えて下さい
　自動車の車検整備、タイヤ・オイル交換が主な仕事です。今年で3
年目の勤務です。突然のトラブルで来店したお客様の車を修理して
感謝の言葉をいただいたとき、改めて自分の仕事にやりがいを感じ
ます。

▶普段の仕事で心懸けていることは？
　自動車整備は、運転する方の命に関わる作業なので、常に点検、
再点検を怠らないこと、時間をかけても丁寧におこなうことを意識し
ています。職場には信頼できる先輩が多くいます。ミスをしたときに注
意されることもありますが、同じ事を繰り返すことが最もいけないこ
となので、自分で考え、それでも分からないときは先輩に徹底的に教
えてもらいます。

▶後輩たちへメッセージを
　社会人になって礼儀（挨拶や言葉遣い）が本当に大切だというこ
とがわかりました。正直な所、高校時代にはできていなかったので、
今思うとその時の自分が恥ずかしいです。（笑）緑峰高校で専門科目
を学べたことは自分にとって誇りです。皆さんにも是非そういう体験
をたくさん味わってほしいです！

【平成27年度  電気システム科卒・富良野東中学卒】

勤務先：南富自動車サービスエリア

　　　　　　　臼井　北斗さん



spirits 地域で活躍する卒業生

▶現在の仕事を教えて下さい
　農作物の自然災害に備えて共済（保険）加入を勧める仕事です。
また、被害が発生した場合は、富良野沿線の畑の被害状況を調
査し、共済金を支払います。農家さんに「助かったよ」と言われ
たときはうれしいですね。第一印象がとても大切な仕事なので、常
に笑顔で挨拶することを心懸けています。これからもきめ細やかな
対応で信頼してもらえるような仕事をしたいと考えています。

▶高校時代に頑張ったことは？
　サッカー部での活動と資格取得です。どちらも達成までの計画
を立て、コツコツと努力を重ねるという共通点があり、その経験が
現在の仕事にも活かされていると思います。

▶仕事以外で取り組んでいることは？
　旭川の「DC. 旭川」というフットサルチームに所属し、平日は仕
事が終わると午後８：００からの練習に合わせて旭川に向かいます。
体力的にきついと感じる時もありますが、昨年は北海道代表として
全国大会に出場することができました。今は仕事も含めてとても充
実しています。

▶現在の仕事と志望理由を教えて下さい
　フロントやレストランでの接客が中心です。私は高校時代のアル
バイトを通じて接客業に興味を持つようになり、現在の職場の企
業見学をしたことで、ここで働きたいという気持ちが高まりました。
今年で 8 年目となり、現在は緑峰高校から入社した後輩の指導も
担当しています。

▶この仕事の魅力は？
　訪れるお客様は人数や年齢も異なりますが、それぞれのお客様
に喜んでもらえるようなおもてなしをいつも考えています。お客様か
ら感謝の言葉をいただいたときは、とてもうれしいですね。私は仕
事で失敗すると深く考え込むタイプなのですが、毎日仕事が終わる
と、その日の業務の振り返りをおこない、同じ失敗を繰り返さない
ように心懸けています。

▶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？

　体育祭のバレーボールで優勝したことは良い思い出です。情報
ビジネス科だったので、ビジネスマナーという授業で、電話の対応
や敬語の使い方などの基本を学べたことは現在の仕事にもつな
がっていると思います。

【平成26年度  情報ビジネス科卒・中富良野中学卒】

勤務先：北海道中央農業共済組合

　　　富良野支所　岡　　大樹さん

【平成22年度  情報ビジネス科卒・富良野西中学卒】

勤務先：フラノ寶亭留　東　伊緒奈さん



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

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

取得できる資格

花・野菜苗販売会花・野菜苗販売会

Horticultural Science Course

菓子司新谷、六花亭製菓㈱、トヨタ自動車㈱、JAふらの、㈱富良野物産観光公社、㈱オフィスプライム
北の峯学園、北の峯ハイツ、㈱北印、北央貨物運輸、㈱プリンスホテル、ニュー富良野ホテル、ふらのバス㈱
ブラノ寳亭留、日清医療食品、藤井牧場、㈱柳月、自衛隊など

幼稚園との交流学習（ジャガイモ栽培）幼稚園との交流学習（ジャガイモ栽培）

フラワーアレンジメントフラワーアレンジメント小学校との交流学習（玉ねぎ栽培）小学校との交流学習（玉ねぎ栽培）

栽培学習栽培学習

農業クラブ各種大会

酪農学園大学、東京農業大学、札幌大学、旭川大学、JAカレッジ、タキイ研究農場付属園芸専門学校
北海道立農業大学校、拓殖大学北海道短期大学、北海道芸術デザイン専門学校、札幌ベルエポック専門学校
北海道ハイテクノロジー専門学校、旭川高等技術専門学校、旭川調理師専門学校、光塩学園調理製菓専門学校
旭川福祉専門学校、札幌医療リハビリ専門学校など

新しい時代や社会の変化に対応し、生産から
加工・流通及び販売に関する学習を深め、
フードシステムの高度化を図れる実践的な能
力や態度を育てます。

募集定員：40名（北海道全域）

園芸科学科
農と食のスペシャリストを育成

目  

標

農業クラブとは…？

自主的、主体的な活動をとおして、
普段の学習をより深化させなが
ら、科学性・社会性・指導性を高め
ることを目標とした組織です。全国
組織のクラブで、海外の農業クラブ
とも交流を図っています。

主な進路／進学

主な進路／就職

全国大会（鑑定競技）  最優秀賞
全国大会（実績発表）  最優秀賞
全国大会（意見発表）　  優秀賞

全道意見発表大会　最優秀賞
全道実績発表大会　最優秀賞主な成績

ハロウィンカボチャづくりハロウィンカボチャづくり

カレンジャー専攻班カレンジャー専攻班



親子工作教室
（チョロチューメカ制作）

親子工作教室
（チョロチューメカ制作）

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

取得できる資格

高校生ものづくりコンテスト（電子回路組立）高校生ものづくりコンテスト（電子回路組立）

電気工事体験交流会電気工事体験交流会

工業クラブ大会工業クラブ大会
地域での技術学習活動
（ふらのみらいらぼ）
地域での技術学習活動
（ふらのみらいらぼ）

3級技能士講習会（電子機器組立て）3級技能士講習会（電子機器組立て） インターンシップインターンシップ

Electrical Systems Course

ほくでんサービス株式会社、一般財団法人北海道電気保安協会、株式会社日本製紙北海道工場
東邦電設株式会社、株式会社一戸電建、北海道電力株式会社、トヨタ自動車株式会社
北海道旅客鉄道株式会社、株式会社日立プラントコンストラクション、北日本精機株式会社
日本郵便株式会社、株式会社旭川トヨタ自動車、北海道企業局、北海道警察、道内各市町村消防、自衛隊など

北海道科学大学、北海道情報大学、千歳科学技術大学、北海道職業能力開発大学校
北日本自動車大学校、日本航空専門学校、日本工学院北海道専門学校、北海道ハイテクノロジー専門学校
北海道立旭川高等技術専門学院など

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。

募集定員：40名（北海道全域）

次世代のエンジニアの育成

目  

標

主な進路／進学

主な進路／就職

電気システム科

高校生ものづくりコンテスト（電気工事）

高校生ものづくりコンテスト（電気工事）

スペースプロープコンテスト
スペースプロープコンテスト



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

●経済活動と法　●財務会計Ⅰ　●原価計算　●広告と販売促進

選択科目

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

取得できる資格

Distributive Economics Course

北洋銀行、北海道銀行、旭川信用金庫、空知商工信用組合
ふらのバス（事務）、ふらの農業協同組合（事務）
新富良野プリンスホテル、トヨタ自動車本社
富良野物産観光公社、北印など

北海学園大学、札幌大学、札幌国際大学、北海道情報大学
札幌国際大学短期大学部、旭川大学短期大学部、札幌学院大学
拓殖大学北海道短期大学、各種専門学校など

流通経済に関わる基本的な知識を習得さ
せ、ビジネスの見方、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、ビジネスを創
造し主体的に参画する態度を育てる。

募集定員：40名（北海道全域）

流通経済科
勉強に部活に最適な学科

目  

標

主な進路／進学

主な進路／就職

商業クラブ
商品開発部門 最高賞

「ふらのムースメロン」

商業クラブ
商品開発部門 最高賞

「ふらのムースメロン」

チャレンジグルメ大賞受賞!!チャレンジグルメ大賞受賞!!
（北海道知事賞）（北海道知事賞）

3年  総合実践3年  総合実践

販売実習会販売実習会

平成29年　イベント集客UPへ！
オリジナルグッズデザイン

平成29年　イベント集客UPへ！
オリジナルグッズデザイン

2年  ビジネス実務
インターンシップ（富良野商工会議所）
2年  ビジネス実務
インターンシップ（富良野商工会議所）

平成28年度卒 卒業生デザイン平成28年度卒 卒業生デザイン7月 園芸科学科産メロン出荷7月 園芸科学科産メロン出荷

平成28年　インバウンド客向け
名所・おすすめ食べ物紹介
POST CARDデザイン

平成28年　インバウンド客向け
名所・おすすめ食べ物紹介
POST CARDデザイン

仕入から販売まで

会社経営を実感仕入から販売まで

会社経営を実感

３年 広告と販売促進

園芸科学科連携企画３年 広告と販売促進

園芸科学科連携企画

接客から事務職まで

企業の実際を体験接客から事務職まで

企業の実際を体験

３年生課題研究発表会アイデア・作品紹介

３年生課題研究発表会アイデア・作品紹介

チャレンジグルメコンテスト
チャレンジグルメコンテスト



専門科目（必修科目）
●ビジネス基礎　●課題研究　●総合実践　　　●ビジネス実務
●簿記　　　　　●情報処理　●ビジネス情報　●ビジネス情報管理

●財務会計Ⅰ　●原価計算　●電子商取引　●プログラミング

選択科目

●情報処理技術者試験　●情報処理検定ビジネス情報（1～2級）
●情報処理検定プログラミング（1～2級）　●簿記検定（1～3級）
●ビジネス文書実務検定（1～3級）　　　　●電卓検定（段位～2級）

取得できる資格

経済産業省主催の国家試験

※全道の商業高校で
　2校目となる快挙

情報処理技術者試験7年連続合格（平成27年～21年）

祝  応用情報技術者 2名合格

祝  基本情報技術者 5名合格

祝  ITパスポート 26名合格

Information Business Course

北海道電力（事務）、北洋銀行、旭川市役所、旭川信用金庫
空知商工信組、ふらの農業協同組合（事務）
富良野地区農業共済組合、山伏パコム
JAびえい、新富良野プリンスホテル、トヨタ自動車本社など

小樽商科大学、北海学園大学、札幌大学、札幌学院大学
北海道情報大学、旭川大学、旭川短期大学部
北海道武蔵女子短期大学、各種専門学校など

ビジネスに係わる基本的な知識と技術を習
得させるとともに、情報処理機器を利用し、
情報を適切に収集・活用・分析・報告できる
知識・技術を学習し、ビジネス活動を主体的
に改善しようとする態度を育てる。

募集定員：40名（北海道全域）

ITのスペシャリストを育成

目  

標

主な進路／進学

主な進路／就職

情報ビジネス科

〈団体〉 電卓3位入賞　〈個人〉 佳良賞・種目別 伝票3位入賞

平成29年
全日本電卓競技大会北海道大会（商業クラブ）

平成29年
全日本電卓競技大会北海道大会（商業クラブ）

1年  情報処理1年  情報処理 1年  ビジネス基礎1年  ビジネス基礎

ITガジェット体験ITガジェット体験

IT業界最新動向IT業界最新動向

電子商取引実習作品
見学旅行Webサイトデザイン
電子商取引実習作品

見学旅行Webサイトデザイン

商業クラブ
ワープロ部門
商業クラブ
ワープロ部門

商業クラブ  電卓部門
商業クラブ  電卓部門

２年  ビジネス情報
高専連携特別授業
２年  ビジネス情報
高専連携特別授業
北海道情報専門学校北海道情報専門学校

計120台のコンピュータ完備

（緑峰高校実習室）計120台のコンピュータ完備

（緑峰高校実習室）

５月　校内商業技術選抜大会５月　校内商業技術選抜大会

兼 ７月全経電卓競技大会
６月北海道ワープロ競技大会予選会

兼 ７月全経電卓競技大会
６月北海道ワープロ競技大会予選会



　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

ボランティア局

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

スキー

バドミントン

テニス

ソフトテニス

宿泊研修 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

〈平成29年度  全国大会出場〉スキー部・山岳部・農業クラブ
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