
 

１ 生徒会活動 
 

①洪志会会長よりメッセージ 

みなさんこんにちは。 

洪志会会長佐野月美夜です 

「洪志会」とは、長岡農業高等学校の生徒会の名称です。行事や農業クラブ活動の運営を行っています。 

私たち洪志会は、生徒ひとりひとりが主体となり、積極的に活動できる学校を目指しています。長岡農業高

等学校は明るい雰囲気の学校ですが、私はそれ以上によい雰囲気にすることができると考えています。それが

達成できるかどうかはみなさんの協力次第です。一緒により良い学校をつくっていきましょう。 

 

洪志会会長 ３年３組 佐野月美夜 

 

②洪志会組織図 

 

 



 

③洪志会行事紹介 

４月 新入生オリエンテーション 

対面式・部活動紹介 

４月 校歌練習・壮行会 

新入生と２・３年生が初めて対面します。そこで部

活動紹介を行い、新入生を勧誘します。 

 

昼休みに、新入生が応援団と生徒会の役員と共に、

校歌を練習します。また、各種大会に参加する部活動

の選手を壮行会にて激励します。 

 

５月 洪志会総会 ６月 体育祭 

今年度の生徒会や委員会の予定や、予算・昨年の決

算などの確認を行います。 

 

 

全クラスが赤・青・黄・緑の４チームに分かれ、各

競技で獲得したポイントで競い合います。 

学年の垣根を超えて盛り上がる一大イベントで

す。 

 

１０月 長農祭 １２月 クラスマッチ 

文化祭と農産物即売会が一体になったイベントで

す。クラス・コース・専攻や文化部が出し物を行い、

地域の方々との交流を深めます。 

毎年多くの方々にお越しいただいています。 

 

 

クラス対抗でバレーボール・バスケットボール・ド

ッジボールの各種目で競い合います。 

クラス一丸となり勝利を目指すことでクラスの団

結力が増す行事です。 

（種目は年度によって変わります） 

 

 

 



 

④学校農業クラブ 

日本学校農業クラブ連盟（ＦＦＪ）とは、全国の農業高校を始め高等学校の農業に関する学科や総合学科で

学ぶ生徒によって高校ごとに組織されている組織で、農業を学ぶ高校生はすべて農業クラブ員です。 

 新潟県には９つの単位クラブがあり、約２，５００人のクラブ員がいます。 

 長岡農業高校の洪志会では、生徒会活動とともに、農業クラブの活動も行っています。各種競技に取り組ん

だり、校外の行事に参加したりすることで、自分たちの知識や技術を高めるとともに、異世代の方々と交流し

たり、活動を行う上で大切なＰＤＣＡサイクルを知らず知らずのうちに実践したりと貴重な学びの場となっ

ています。 

 日本学校農業クラブ連盟は全国組織なので、活動を通して全国の農業クラブ員との交流の輪も広がります。

皆さんも、日頃の学習以外に農業クラブ活動に積極的に参加し、充実した３年間を過ごしましょう。 

 

⑤農業クラブ行事紹介 

○校内の行事 

５月 意見発表会 

 

全校生徒が農業に対する意見を各自の観点から作文し、クラ

ス代表が全校生徒の前で発表します。 

 

６月 農業鑑定競技会 

 

事前に展示されている資料を見て勉強し、実物を使った試験

に挑戦します。 

農機具や機械、家畜や作物につい

ての問題に答えます。 

 

 

 

 

１月 学習成果発表会 

 

各コース・専攻の三年生を中心に、「課題研究」や「プロジェ

クト学習」、部活動等で一年間行った研究をスライドにまとめ、

全校生徒の前で発表します。 

 

 



 

○校外の行事 

農業クラブの各種発表会・競技会には、県・北信越・全国と繋がる上位大会があります。 

 本校からも毎年多くの選手が学校代表として出場しています。 

 また、新潟県学校農業クラブ連盟の行事は、県内各校の単位クラブが分担して運営しています。 

 

新潟県連盟の行事 北信越ブロック大会 

 

 
全国大会 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 部・同好会活動 
～各部長・同好会長に聞きました～ 

①入部したきっかけ 

②活動を通して楽しいと感じていること 

③新入生に向けてのメッセージ 

 

部活動 
野球部 

① 小、中学校と野球をしてきて、高校でも野球をし

たかったからです。 

② 試合の時に、チャンスで打席が回ってきて、ヒッ

トを打った瞬間が一番楽しいと感じました。 

③ 野球に興味があり、おもしろそうだなと思った人、

是非見学に来てください。 

マネージャーも大歓迎です。 

よろしくお願いします。 

 

卓球部 

① 中学から卓球をやっていたのと、知っている先輩

がいたから。 

② ラリーが長く続いたときと、休み時間でみんなと

しゃべるとき。 

③ 初心者大歓迎！！みんなで頑張りましょう。 

 

女子バレーボール部 

① 中学校でもバレーボールをやっていて、部内の雰

囲気がとてもいいと感じたから。 

② 部員のみんなと本気でバレーボールができるこ

とです。 

③ 経験者も未経験者も大歓迎です。 

 

男子バレーボール部 

④ 先輩が優しくて面白い人だったからです。 

⑤ サーブなどで相手のチームを崩す時と休憩時間

に後輩と話しているときです。 

⑥ 初心者、経験者大歓迎です！！！私たちと一緒

に楽しくバレーボールをしましょう！ 

 

女子バスケットボール部 

① ミニバスをしていたけど中学校でバスケ部がな

く、できなかったので、高校でしたいと思い入部

しました。 

② 上下関係なく毎日楽しみながら活動し、試合で

良い結果を残したときです。 

③ 先輩後輩とても仲が良く、辛い練習の時も声を

掛け合いながら活動しています。人数が少なく

とても大変ですが、楽しい部活なのでぜひ来て

みてください。経験者はもちろんバスケが好き

な方や、興味がある方、マネージャーも大歓迎で

す。よろしくお願いします。 

 

男子バスケットボール部 

① 中学校からバスケをはじめ、とても楽しいと感じ、

高校でも楽しくバスケを続けたいと思ったから

です。 

② 練習がきつくなく自由にでき、常に部員全員が笑

って活動していることです。 

③ 明るく優しい先輩が多いので、上下関係なく誰で

も楽しむことができます。経験者はもちろんバス

ケの好きな方や興味がある方、マネージャーも大

歓迎です。たくさんの入部を待っています。 

 

陸上競技部 

① 中学生から陸上を始め、自分の努力次第で結果

が決まる、陸上の楽しさを感じ、高校でも、更な

る目標に向けて努力したいと思い、入部しまし

た。 

② 部員同士が切磋琢磨し練習に取り組んでいるこ

とです。 

③ 私たちと一緒に楽しく、部活に取り組みましょ

う！ 

入部お待ちしています。 

 

 

 

 



 

山岳部 

① 山登りに興味があったからです。 

② 仲間と協力し活動できた時や頂上の景色をみれ

たときですね。 

③ お菓子を用意して待っているので気軽に体験し

に来てください！！初心者大歓迎です！！ 

 

サッカー部 

① 小学校の時からやっていて、楽しいから。 

② 学年の壁がなく、いつもわいわいやっているこ

と。 

③ 学年関係なくわいわいできる楽しい部活です。

サッカー未経験の人も大歓迎です。マネージャ

ーさんも歓迎します。一緒に楽しくサッカーし

ましょう！ 

 

女子バドミントン部 

① 中学校からバドミントンをしていて 

もっと上手くなりたいと思い入部しました。 

② 試合をしているときにスマッシュなどが決まっ

て点数が入ったときです。 

③ バドミントンに興味がある人やマネージャーを

やってみたいという人はぜひ入部してください。 

初心者の人でも大歓迎です。 

今の２・３年生は部員の９０％が高校から始めた

初心者です。 

 

男子バドミントン部 

① 中学から少しバトミントンをしており、技術を高

めたいと思い、入部しました。 

② 覚えたばかりの技を実際に試合で使い、相手に通

用したときが楽しいです。 

③ 初心者、経験者、マネージャー大歓迎です！一緒

に運動して汗をかきましょう！ 

 

空手道部 

① 幼少期から空手をしていて、高校でも継続した

かったからです。 

② 形の技の意味を先生が明確に指導してくださる

ことです。 

③ 空手道は日々練習に励み、礼儀を重んじ、心身共

に成長できるとても素晴らしい競技です。初心

者の方も大歓迎です。 

空手道に興味のある方は、一度格技場まで足を

運んで下さい。 

 

新聞部 

① 私は、入学当初は別の部に所属していましたが、

去年の６月より新聞部に移動してきました。１年

生の人数が少ないということと、活動頻度の少な

さがいいなと感じて入ろうと思いました。 

② 取材だと思います。取材を通して、学べることや、

こんな風に活躍しているんだなぁ…と思えるこ

とがあるからです。 

③ 今年の夏、新聞部は高知県で行われる全国総文祭

に行くことがすでに決まっています。現在３年生

は所属しておらず、２年生のみとなっています。

人手が足りないので、ぜひ新聞部に入部してくだ

さい！ 

 

生物部 

① 元々生き物が好きだったのと、部活の雰囲気が和

やかだったからです。 

② 生き物と触れあってる時間です。ずっと世話をし

ているとなついたりもするので。 

③ アットホームな雰囲気でまったりとしています。

状況に応じて新しい生き物を飼ったりもします。

興味のある方、ぜひお越しください。 

 

美術部 

① 中学生の時は運動部だったのですが、高校入学を

機に文化部に入部しようと思ったので美術部を

選びました。 

② 自分のペースでゆったりと製作ができるところ

です。 

③ スケッチブックや色えんぴつなど、ある程度の道

具は揃っているので気軽に参加できます。初心者

でも大歓迎です！ 

 

 



 

音楽部 

① 中学校の時に吹奏楽を行っていた為、高校でも継

続して行いたかったのが一番の理由です。 

② 幼稚園や老人施設へ行き演奏を披露することが

特に楽しいです。自分たちで年代にあった曲や流

行の曲を選び演奏します。演奏することはもちろ

んですが、利用者の方と触れ合ったりすることも

できます。 

③ 音楽部は合唱するのではなく楽器で演奏します。

中学校の時吹奏楽部に加入していた人も吹奏楽

部は忙しいとか大変とかという思いがある人が

多いと思います。 

しかし、私たち音楽部は、活動日数は多いですが、

緩やかに活動しています。学年関係なく仲良しで

とても過ごしやすいです。私たちは今部員数が少

なく、廃部の危機にあります。中学校で吹奏楽を

行っていた人はもちろん未経験者も大歓迎です。

よろしくお願いします。 

音楽部に入り、一緒に楽しみましょう！ 

 

手芸部 

①もともと趣味として手芸をしていたのでその趣味

を部活でできると思い入部しました。 

② 手芸が好きなので自分の好きなことができてい

ることも楽しいですし、何より自分の技術を磨く

ことで出来ることが増えるというところも楽し

い点です。 

③ 手芸部はとても落ち着いた雰囲気なのでストレ

スをためることなく活動できる場所だと思いま

す。手芸が好きな方、作品作りに挑戦してみたい

方はぜひ手芸部にお越しください。 

 

茶華道部（茶道） 

① 私は、茶道については未経験で何もわかりません

でした。ですが、先輩方のお茶を立てている姿が

とても素敵で、私もこんな素敵な先輩になりたい

と憧れを持ちこの度の部活に入部しました。 

② 自分の立てたお茶を飲んで頂いた時に美味しい

と言ってもらえた時が嬉しいです。 

③ 茶道部に未経験の方も大歓迎です。興味のある方

ぜひ来てください。部員の皆でお茶とお菓子用意

して待っています。 

 

茶華道部（華道） 

① 幼い頃から生け花を習っていたので、高校でも

やりたいと思い入部しました。 

② 毎回違う花を使ってその花の特徴を生かした生

け方をするのが楽しいです。 

③ 華道では生ける型があり多少難しいところもあ

りますが、慣れてくると自分なりに生けること

ができて楽しいです。また、花の美しさに触れる

ことができるのが魅力です。花、華道に興味のあ

る人はぜひ見学に来て下さい。経験者未経験者

問わず大歓迎です。 

 

書道部 

① １年生の時、部活動紹介で書道部の作品を見て私

もこんな作品を書いてみたいと思ったのがきっ

かけです。 

② 部員のみんなと話をしたり、自分の満足いく作品

をかけたとき。 

③ 経験者の方はもちろん、未経験者の方も大歓迎で

す！たくさんの入部待ってます！ 

 

写真部 

① 写真を撮ることが好きだったからです。 

② 自分の撮った写真が褒められたり、応募した作

品が賞を取ったりすると、楽しいと感じます。 

③ 写真が好きな人、ぜひ来てみて下さい！ 

 

 

 



 

同好会 
 

軽音楽同好会 

⑤ドラムをやりたいと思ったからです。 

⑥みんなといっしょに演奏するときです。 

⑦ぜひ入部お願いします。 

 

食品科学同好会 

① 長岡 CAT という疑似株式会社の運営に携わった

からです。そこから、入会に至りました。 

② 皆で意見を出し合いながらどんな食品を作るか

考えることです。 

③ 雰囲気がよく過ごしやすいので是非入会してく

ださい。 

 

畜産同好会 

①ウサギが好きだからです。 

②自分たちのペースで活動できます。 

 

朱鷺プロジェクト同好会 

① 単純に生物や環境が好きだから。 

② 地域のイベントに参加して、知識を深めること。 

③ 僕と同じように生物や地域環境に興味がある人、

そうでない人でも歓迎します。一緒にまったり

活動しませんか？ 

 

演劇同好会 

① 自分のやってみたい、興味のあることは何かと考

えたときに演劇が思い浮かんだのでこの同好会

を立ち上げました。 

② 仲間と協力して１つのことを成し遂げる達成感

があること。自分の好きなことができていること。 

③ 演劇同好会は今年度から新設された新しい同行

会です。演技をしてみたい、物語を書いてみたい、

物作りが好きな人などだれでも歓迎です。 

何でもできる！なんでもなれる！私たちと一緒

に舞台を作ってみませんか？ 

 


