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市来農芸高校
黒豚プロジェクト始動特集



校なのです。そこで学ぶ生徒た
ちは飼育に携わり、現在は生物
工学科１、２年生の 46 名と３
年生の生徒 9 名が年間約 150 頭
を出荷しています。
　黒豚を育てるのは重労働で
す。世話は豚舎の掃除から始ま
ります。豚はきれい好き。豚舎
の床を 1 時間ほどかけて水で丁
寧に洗い流します。その後は成
長具合に応じた量のエサを与え
ていきます。途中気になる豚が
いたら先生へ報告し、また発情
期の豚がいれば別の場所に移動
させて交尾させ、子豚は去勢も
行います。この日、「総合実習」
では午後 2 時に始まった作業は
あっというまに時間が過ぎて夕

方になってしまいました。相手
が生き物である以上、学校にい
る日はこうした地道な作業が毎
日繰り返されます。
　生徒たちは将来どこの養豚場
に就職しても一通りのことはで
きるように養豚の基礎を学び、
その飼育レベルも十分に高いの
ですが、生徒を指導する岡先生
は、生徒達の自己評価が低いこ
とが気になっていました。
　また、生徒が育てている黒豚
は、市場では、「鹿児島黒豚」
としてひとくくりで扱われるた
め、生徒が育てた純粋な鹿児島
黒豚の存在は世間にほとんど知
られていませんでした。
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手塩にかけて育てているのに知られていない

　市来農芸高校は、学習の教材
として黒豚を飼育しています。
平成 24 年度に優秀な黒豚の種
豚を生み出している鹿児島県黒
豚指定種豚場として認定されて
以来、過去５年間の活動で約
120 頭の種豚が県内養豚場で活
躍し、その種豚からは約 33,700
頭の黒豚が生産されていると推
測されます。実は、鹿児島黒豚
の生産に大きく貢献している学
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金の桜黒豚君自己紹介
初めまして！僕は市来農芸高校に住んでいるんだ。学校のお兄ちゃんやお姉ちゃんが生まれてから大きくなるまで８か
月間、愛情込めて育ててくれているんだよ。僕のお父さんとお母さんは黒豚としてとっても優秀なんだ。だから僕も一
級品さ！でも、他の黒豚君達と一緒にされちゃうのがちょっと悩みだったんだよね。でもね、今、学校のお兄ちゃんと
お姉ちゃんが僕のためにすっごく頑張ってくれているよ！

黒豚
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「自分たちの黒豚をもっと知っ
てもらいたい！」という生徒た
ちの想い、「君たちのやってい
ることはすごいことなんだ
よ！」という岡先生の想いから、
今年４月、市内飲食店やフード
コーディネーター、市が一緒に
なり、産学官連携による「黒豚
プロジェクト」が立ち上がりま
した。
　このプロジェクトでは、市来
農芸高校産の黒豚をブランド化

する作業をとおして、市来農芸
高校産黒豚を世の中にアピール
するのはもちろんのこと、それ
に関わる生徒の育成を目指しま
した。
　9 名の生徒は、養豚の技術を
主に学んできたため、出荷後の
ことについてはあまりよく知り
ません。また、今は育てれば売
れる時代ではないため、売るた
めの戦略や手段は非常に重要で
す。そのため、このプロジェク

トでは、生徒が育てた黒豚を、
市内のトンカツ店の協力を得
て、お店で市来農芸高校産黒豚
のトンカツメニューとして販売
することにしました。そして、
生産する 9 名の生徒が食材とな
る自分たちで育てた黒豚の PR
や差別化のため、「市来農芸高
校産黒豚」のロゴマーク作成に
取り掛かりました。

黒豚プロジェクトスタート！

　まずは、自分たちの黒豚を知
ることからスタート。フード
コーディネーターと一緒に自分
たちがどんなこだわりをもって
育てているのか。
　えさは？環境は？品質は？
　生徒達は日頃の世話をとおし
て、どんな「こだわり」がある
のか各自発表しました。また、
なぜ「こだわり」が大切なのか、
なぜ、「こだわり」を消費者に
伝えるべきなのかを徹底的に話
し合いました。

　その結果、「こだわり５ヶ条」
を見つけ出しました。
　次に、自分たちが育てた黒豚
肉と国産豚肉、外国産豚肉との
食べ比べ。実は生徒たちは、育
てた豚を食べたことはありませ
ん。
　今回、自分たちの黒豚肉を初
めて食べた鈴木さんは、「他の
豚肉より脂身がしつこくなく、
甘味があっておいしい。歯切れ
も良い」と太鼓判。
　最後に、自分たちの育てた黒

豚の愛称とロゴマークを考えま
す。どんなことを伝えたいのか。
どんな想いを込めたのか。愛称
を決めるのは最初で最後の大仕
事。後輩たちへのプレゼントに
もなります。みんな一所懸命考
えました。
　出された案を何度も精査し、
みんなが納得できる愛情と想い
がたくさん詰まったかっこいい
愛称とロゴが決まりました。

こだわる思いをロゴマークに

１．生徒が愛情込めて育てています。
　　　高校生が授業や放課後の時間で育てています。

２．分娩から肥育まで一貫して飼育しています。
　　　学校内の農場で交配・出産の補助。去勢・体重測定など豚肉の生産について学習しています。

３．鹿児島黒豚として品質の保証がされています。
　　　市来農芸高校で飼育している親豚は、すべて血統登録されています。生産される黒豚は、鹿児島黒豚の証付きです。

４．動物福祉を考えたストレスフリーの黒豚です。
　　　広いスペースで運動をしたり、切歯や断尾を行わず豚へのストレスを抑えた飼育を行っています。

５．極力、抗生物質等の薬品は使わずに育てています。
　　　出産から出荷までの８か月間の飼育期間で、薬剤使用は去勢時の一度きりです。

市来農芸高校産黒豚のこだわり５ヶ条
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ぶりを見せました。
　生徒もその様子を見ていまし
た。食後、生徒たちはお客さん
にアンケートを取りにいき、「お
いしかったよ」「頑張って」と
声をかけられ、嬉しさが込み上
げてきたのと同時に「自分たち
がやっていることは正しかっ
た」と感じたそうです。他にも
6 月には鹿児島市の百貨店で黒
豚メンチカツなどの食材として

「金の桜黒豚」が採用され、生
徒はそこでもセールスの現場に
立ち、消費者の求めていること
や考え方を、身をもって体験し
ました。生徒のリーダー濵田明
日香さんは、「育てた豚が（消
費者に）届くのを実感した。育
てて終わりじゃない。次につな
がっているんだ」と、消費者の
顔が見えたことに意味があった
と話しました。

　この完成したロゴマークは、
5 月 17 日に記者発表され、そ
の後 5 月 19 日から 21 日の 3 日
間、市内のとんかつ専門店で「市
来農芸高校産黒豚とんかつ」を
販売する際に一般にお披露目さ
れました。
　販売当日、開店して席に座る
お客さんのほとんどが「市来農
芸高校産黒豚とんかつ」を注文。
あっという間に売り切れる人気

ロゴマークは、自分たちが育てた黒豚のお肉はキレイな桜色をしており、豚の足跡が桜の花び
らに似ていることや、いちき串木野市の市花である「桜」をイメージしました。また、市来農
芸高校産の黒豚は、出荷頭数が少なく希少価値が高いこと、県の農業を担う高校生（金の卵）
が育てた黒豚であることから「金」を盛り込みました。

①豚は人懐っこい。生徒を見ると寄ってくる　②③清掃や給餌する生徒。豚舎に長くいると実
習着に臭いが移る。電車に乗る時は実習着をビニールでくるみ臭いが漏れないようにするそう
だ。このあたりはいかにも高校生らしい。　④去勢も生徒がする。メスで精巣を取り出す。見
ていて痛々しいが、必要な作業だ。

それが
これだ

！

①

②

③ ④
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　生徒を指導する岡先生は、こ
うした取り組みを通して、生徒
の様子が変わってきたのを感じ
ています。率先して作業に取り
組むようになった生徒。表情が
明るくなった生徒。生徒自身が
「いろいろな大人との出会いが
あった」と話すように、プロジェ
クトを通して、様々な大人と触
れ合い、学び、経験することで、
成長し、自信につながっている
のを感じています。
　このプロジェクトはまだ始
まったばかり。先のとんかつ専
門店を経営する勘場明さんは、
このプロジェクトを、一国一城

の飲食店同士が一緒になって開
発したまぐろラーメンの取り組
みになぞらえ、飲食店など地域
企業、学校、行政の産学官が額
を寄せ合い、知恵を出し合って
このプロジェクトを進めていく
ことで、まぐろラーメンのよう
な大きなうねりを生み出す可能
性があると感じています。
　金の桜黒豚は、生産量が少な
いという弱みはあるものの、今
後、プロジェクトでは加工品の
開発に取り組んだり、販促活動
を続けたりしながら、味や品質
の科学的な分析を大学と共同で
研究し、2020 年の東京オリン

ピックの食材として必要な
「J-GAP」認証の取得へ向けた
取り組みを検討しています。

食材を 2度殺すな
　大切に生徒が育てている黒豚
は、食肉となるため生まれてき
ます。このプロジェクトで黒豚
は生徒に様々な体験と人との出
会いをもたらしてくれました。
　今度は生徒を始め、私たち産
学官が一体となり、「金の桜黒
豚」を世界に大きく羽ばたか
せ、その命に恩返しをする番
なのです。

産学官で黒豚に恩返し
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