東京から南に１１０キロ。伊豆大島はツバキでよく知られた島だ。およそ８０００人
の島民に対し、島にはヤブツバキの木が３００万本もある。東京都立大島高校は、昨
年、校内の「椿園」が「国際優秀つばき園」に認定された。島の宝であるツバキの魅
力を多くの人に知ってもらうため、全力で取り組む大島高校農林科を紹介する。

教育機関では世界初の

「国際優秀つばき園」に！
おお

しま

東京都立大島高校
開花する。 月から 月には、島で「椿まつ

話をうかがった。

校の農場長で農林科主任の金子雄先生にお

２０００本のツバキが植えられている。同

大島高校の校内には、約３８０品種、約

さんは話す。

剪定します」と、農林科 年生の今江一詩

のため、花が見えやすい高さを考えながら、

ゆっくり生育しますが、高く伸びます。そ

したり、肥料をやったりします。ツバキは

「ツバキの管理は、花が終わると、剪定

り」が開催され、多くの観光客が訪れる。

3

「 ツ バ キ は 昔 か ら 島 内 に 自 生 し て い て、

大島農業高校椿園には
２０００本のツバキが
1

習の場として、昭和 年（１９７７）にミ

校では、ツバキという地域資源を活かす学

島の特産品として利用されてきました。本
江戸時代に来日したドイツ人医師で博物学

キで、学名はカメリア・ジャポニカという。

日本を代表するツバキの原種はヤブツバ

3

スト室を建てました。島内の都立大島公園
ロッパで広まった。

者 の シ ー ボ ル ト に よ っ て 海 を 渡 り、 ヨ ー

農林科の生徒は、１年生６人、２年生７
があり、アメリカ、オーストラリア、ニュー

以上もある。世界にも多数の品種のツバキ

な種で、国内のツバキの品種は２２００種

く、多くの園芸品種を生み出してきた重要

ヤブツバキは他の原種とも交雑しやす

から園芸品種 品種の挿し穂を分けてもら
い、挿し木や接ぎ木をして増やし、見本園

人、３年生２人の計 人。少人数で、ツバ
ジーランドなどで盛んに栽培されている。

をつくってきました」

から翌年 月にかけ、さまざまなツバキが

キの管理に取り組んでいる。同校では 月

り、大島高校には平成

年（２０１５）

国際ツバキ協会の支部は世界各地にあ

の勉強もしました」と今江さん。

審査員の方と話せるように、みんなで英語

ると、ツバキの説明を見ることができます。

江戸時代からある品種
「菱唐糸（ひしからいと）
」

10

「国際優秀つばき園」の

椿まつりの時期、メンバーは都立大島公園椿園でガイドとして活躍する

世界 カ国３００名を前に、生徒が英語で

２月に中国で開かれた国際ツバキ大会で、

月に英国支部の理事が視察に訪れた。翌年

27

認定を受ける
平成 年（２０１３） 月、大島は台風
号による豪雨で土砂災害による大きな

被害を受けた。災害からの復興と、観光客
を取り戻そうという気運が地域で盛り上が
り、 島 内 の 都 立 大 島 公 園 椿 園、 椿花ガー
デン、大島高校の３園が同時に「国際優秀
つばき園」の申請をすることになった。
「 国 際 優 秀 つ ば き 園 に 認 定 さ れ る に は、
２００種類以上のツバキがあること、表記

年（２０１６）の夏祭りでは、国

の輪が広がりを見せている。

などとも連携を進め、ツバキを通した連携

島内の３園だけでなく、町やジオパーク

が強いのが特徴です」と今江さんは語る。

神秘的な『香紫』というツバキです。香り

好きなのは、花が紫がかっていて、非常に

木を決めておいて、紹介しています。私が

「みんなそれぞれ自分の好きなツバキの

番にガイドすることにした。

分たちで台本もつくった。そして全員が順

緯で日本に来たのかなどについて調べ、自

個々のツバキの特徴や由来、どのような経

イドも務めている。ガイドするにあたって、

間中、校内だけでなく、都立大島公園のガ

農林科の生徒たちは、
「椿まつり」の期

来園した。

タンプラリーが設置され、多くの観光客が

まつり」の期間には、大島高校の椿園もス

６００名以上の来場者があった。今年の
「椿

際 優 秀 つばき園ブースを開 き、 ２ 日 間 で

平成

で大きく取り上げられた。

なった。このニュースは、新聞やマスコミ

教育機関としては世界で初めての認定と

もに、
「国際優秀つばき園」に認定された。

た。その後の理事会で島内の他の２園とと

プレゼンテーションをして、高評価を受け

15

28

があること、一定の管理レベルがあること
など、条件をクリアする必要があります。
英語の申請書類の提出も必要です。日本支
部と相談しながら、生徒たちががんばって
書類を作成し、ＡＬＴの先生に見てもらい、
提出しました」と金子先生は話す。
「申請するにあたって、英語の樹名板を
作成し、また四つ目垣をつくるなど、園内
の整備をしました。それぞれのツバキの木

写真提供：日本ツバキ協会 小門 廣

につけた樹名板と学校のホームページをリ
ンクさせているので、ＱＲコードを読み取

平成 27年10月、国際ツバキ協会の審査員、ジェニファー理事が視察に来られた
香りが強いのが特徴の「香紫（こうし）
」

写真撮影：ピクスタ

52

9

前列左から

32
33

今年 1 月、小池百合子東京都知事が来校。つばき園について説明した
校内の椿園の木には樹名板をつけている

★
11

15

桃馬さん（1年）
大地さん（1年）
柊人さん（1年）
尋仁さん（1年）
大洋さん（1年）
勇介さん（2年）
拓海さん（2年）

25

72

後列左から

梅田
山内
杉山
冨樫
川﨑
今江
澤田

3

杏樹さん（2年）
拓真さん（2年）
一詩さん（3年）
尚冬さん（2年）
風弥さん（2年）
島村
松島
今江
塚本
佐藤
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東京都農業クラブ連盟に
加盟し予選会に初参加

今年 月、大島高校は東京都農業クラブ

連盟に加盟。プロジェクト発表の予選会に

今江さん、向山さん、松島さんが出場した。

題目は「国際優秀つばき園と地域資源『椿』

の活用～地域と共に伊豆大島の椿を世界へ

て全国に大島のツバキについて発信していきたいですし、

現在、東京工業大学と一橋大学の研究グ

ループの方々と連携して、
「椿の炭」につ

この夏、全国の高校生を対象とした実践

いて共同研究を始めたところだ。

型のワークショップ「第 期アサヒ若武者

12

～」時間オーバーで惜しくも敗退したが、

他校の発表からいろいろ学んできたよう

農林科３年

今江 一詩さん

だ。

来年がんばってほしいです。

また平板測量競技の予選会に出場するた

せんでしたが、後輩たちには

め、米山博英先生の指導のもと、２年生の

ました。上位大会には進めま

澤田さん、１年生の川﨑さん、冨樫さんの

ついてプロジェクト発表をし

「はじめに合わせないと、後から誤差が

予選で、ツバキの取り組みに

３人が毎日練習を重ねてきた。

ています。今年農クの東京都

大きくなることがわかりました。最初に比

は、
「椿の炭」について研究し

べれば、きちんととれるようになって、時

わいてきました。課題研究で

5

椿 油にゴマ油
を混ぜて好 評
の島高ラー油。
椿油はとてもク
リアで高品質

ツバキにかかわる仕事をして地域に貢献したいと考えてい
ます。

就業体験で接ぎ木を学ぶ
地元の株式会社椿で就業体験する、３年の今江
一詩さん。農林科の卒業生の社員の方から接ぎ木
の方法を学んでいた

2
テープで動かないように
しっかり固定する

1
穂木と台木を接ぐ

だ。タネは農林科で校内のツバキから集めるほ
か、全校生徒にもお願いする。実からタネを取
り出し洗浄し、選別して乾燥させる。校内には
搾る機械がないので、連携している業者にタネ
を渡して油を搾ってもらっている。
農業クラブ顧問の山木先生は、脂研究をして
いたことがある。「椿はひとつのタネからたくさん
搾れるわけではありません。夾雑物だけを取り除
いた椿油は、黄色味がかっています。濾過すれ

4
さらに紙袋をかけて
遮光する

3
保湿のために
ビニール袋をかける

2000 本あるので、剪定も大変な作業だ

こんな活動もしています！

●東京うこっけいの分散飼育

大島高校では、東京都の銘柄鶏、東京

うこっけいの分散飼育を引き受けている。

鳥インフルエンザなどの感染症が流行し

たときに全滅する

の を 防 ぐ た め だ。

学校祭などで、燻

製卵を製造・販売

する。この日は夏

休みの実習で、解

体の方法を学んで

いた。

●さくらプロジェクト

年（2012）から、農林科が

24

オオシマサクラも伊豆大島を代表する樹

主体となり全校生徒でサクラの苗を育てる

木、平成

入学時に接ぎ木したサクラを卒業時に記念植樹している

つくられた超早咲き品種の「夢待ち桜」な

昭和 19年
（1944）に東京都大島六ヶ村学校組合立東京都大島
農林学校として開校。昭和 20 年（1945）に都立大島農林学校
と改称。昭和25年（1950）に東京都立大島高校となる。
全日制は、普通科、併合科（農林科、家政科）で、現在 129
名在籍。そのほか定時制課程もある。

「さくらプロジェクト」が始まった。大島で

〒100-0101 東京都大島町元町字八重の水127

卒業生が制作したゴジラのトピアリー。
ゴジラは三原山の噴火口から生まれたという

ツバキの実を集めて、タネを取り出し、選別する

どを校内で育てている。

東京都立大島高校

■ アントンの編集後記

みんなの活動を知って、これからも

地域の宝であるツバキを宣伝して、若い人たちの心をつ

かんでほしいと思った。大島では、島内を覆う三原山の

取材：斉藤 道子／撮影：矢郷 桃

火山灰土がツバキに合っているらしく、ツバキの枝を土

キロの島に300万本もある！ 大島は思っていたよ

35

に挿しておくだけで、育つと聞いた。それにしても周囲

日）

10

りずっと近くて、東京から無理なく日帰りできた。

11

●「 農業高校は日本一」投稿大募集 ！

応募方法は ページをご確認ください。
ご応募お待ちしております （応募締切： 月

!!

知ってから、ますます興味が

卒業後は就職する予定です

品質が高まります」

48

インタビュー

校でツバキのことをより深く

ばするほど、透明になり、さらに酸化しにくくなり、

52

間も短縮してきています」と冨樫さん。

伝統的な芸能を継承する
郷土芸能祭

大島高校では、毎年 月に郷土芸能祭が

ツバキ関連の加工品は、
「椿油」と、椿油、
島トウガラシ、ゴマ油からつくった「島高ラー油」

11

ツバキは子どものころから
身近にある花ですが、この学

が、将来は必ず島に帰ってきます。インターネットを使っ

育成塾」
（アサヒグループホールディング

ス株式会社主催）に選抜された。８月の合

ツバキからつくる加工品は
椿油と島高ラー油

開かれる。生徒たちは北ノ山、泉津など６

地区に分かれ、地元に伝わる踊りを習って、

宿で地域の課題の解決法などの活動プラン

「ツバキは科学的な研究だけでなく、歴

を練り、活動結果を 月に発表する。

12

発表する。

「地域と一体化して、地元の伝統的な踊

りなどを継承し、大々的に郷土芸能祭で発

たいと思っています。

史的な面や文化的な面からも研究できるの

て語れる生徒を育て、送り出していき

表していることもあり、文部科学省の伝統・

全日制
農場長・農林科
主任教諭
金子 雄先生

で、教材としては面白いです。ここで学ん

をもち、伊豆大島の資源や魅力につい

だことを将来に活かしてほしいです。本校

郷土の自然や農業、環境に自信と誇り

文化教育推進校、またオリンピック・パラ

しっかり学び、ツバキをはじめとする

リンピックアワード校として認定されまし

大島高校でしか学べないことを 3 年間

の『椿園』が国際的に認められたことは、

せんが、それでいいと思っています。

強みになると思います」と金子先生は期待

つきたいという生徒ばかりではありま

「これまではあまり外に向けた活動をし

た。必ずしも将来農業に関わる仕事に

た」と副校長の江森忍先生は話す。

学んだことを活かす進路に進学しまし

をこめる。

昨年の卒業生 3 名は全員、農林科で

ツバキをとおして、さまざまな世界との

インタビュー

つながりが広がっているようだ。

全国農業高校収穫祭に参加（平成27年）
。初出場でお客様賞をいただいた

ていませんでしたが、
『国際優秀つばき園』

ひまわり迷路。毎年、校
内に出現するひまわり迷
路を近隣の子どもたちが楽
しみにしている。 迷路の
設計図を考えてから、ひま
わりを植えているようだ

の申請をきっかけに変わりました」と金子

先生。

毎年、郷土芸能祭で地
区に伝えられてきた踊りや
太鼓を演じる。北ノ山地
区の発表は、大島御仁
火太鼓の演奏

鶏の解体実習
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