年頭のあいさつ

徒・職員ともに頑張っていま
す。今年も、皆さんにとって
いい年であることを祈念し
て年頭の挨拶とします。
（校長 本村 信一）
１年生視察研修
農業経営科・生物工学科の
植物バイオ専攻希望者・生活
科
月 日（月）
、鹿児島県
立農業大学校、セイカ食品株
式会社、鹿児島市都市農業セ
ンターを視察しました。
農大では、本校卒業生の花
卉科の馬立さん、野菜科の諏
訪原さんと谷崎さんからの
説明もあり、農大の施設設備
などを見学し、将来の進路先
の候補になった生徒もいた
ようです。
セイカ食品では、菓子やア
イスクリームの製造工程を
直に見学し、食品ができあが
るまでの工夫を実感しまし
た。ボンタンアメの原料にい
ちき串木野市の特産である
サワーポメロが使われてい
ることに驚きました。
都市農業センターでは、農
家さんに情報を提供するた
め に比較
研 究等を
行 ってい
る ほ場を
見 学 でき 、
今 後の自
分 たちの
研 究の参
考 にして
い きたい
と 思いま
した。

生物工学科（動物バイオ類
型）
鹿児島中央畜産農業 協同
組合とＪＡさつま日置・畜産
サポートを訪れました。実際
の子牛せり市と管理飼育の
現場を見学しました。日ごろ
の実習を通して学んでいる
こと以外のことを知り、生徒
たちは刺激を受けたようで
した。

畜魂祭・感謝祭

月４日
（金）、日
頃の実習
等で学習
材料とな
った家畜
の霊を慰
める畜魂
祭が校内
の畜魂碑
前におい
て行われ
ました。１年生全員と生物工
学 科の２ ３
･ 年生 、農業ク ラ
ブ役員、畜産部部員が参加し
ました。若宮神社の神主さん
に祝詞を上げていただき、家
畜の霊を慰めました。
その後、全校生徒で感謝祭
を行いました。日頃の勤労の
成果である農産物を使った
料理を食べ、収穫の喜びと食
べ物への感謝を表すために
毎年実施されています。本校
で栽培した米や野菜等を使
い、農業経営科３年生がカレ
ーを作りました。各教室で担
任・副担任の先生とおいしく
いただきました。南日本新聞

11
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「若い目」に
掲載された、
本校生徒の
「命」につい
ての作文も
朗読され、食
べ物に感謝
する機会と
なりました。

３年生 有終の美を飾る

月 日（木）、クラスマ
ッチが開催されました。４種
目の競技に分かれ、熱戦が繰
り広げられました。特に、３
年生は最後のクラスマッチ
ということもあり、クラスの
絆をしっ
かりと確
認できる
結果とな
りました。
冷たい雨
が降るな
か、元気い
っぱいに
走り回っ
ていまし
た。
○男子サッカー
優勝
３Ａ Ｂ準優勝 ２Ｂ
○男子バスケットボール
優勝
３Ｂ
準優勝 ２Ｂ Ｂ○女子バスケットボール
優勝
３Ｄ
準優勝 １Ｂ
○女子バドミントン
優勝
３Ｄ
準優勝 ２Ｄ
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います。
さ て、 現在 本校 の生徒 の進
学については、大学・短大に
６名、農業大学校に 名、専
門学校・その他に 名合格し
ています。就職につきまして
は、県内就職が現在 ％を占
め、地元に残る生徒が鹿児島
県に貢献することを期待し
ているところです。まだ数名
の未決定者はおりますが、例
年のとおり卒業するときは
全員内定するように努めて
いきます。
ま た、 昨年 は、 農業ク ラブ
関係で鹿児島県の農業高校
での各種発表大会では、６部
門中５部門最優秀・優秀とす
ばらしい成績を残し、畜産共
進会でも鹿児島中央地区の
総合優勝に大きく貢献しま
した。
南 九州 市か わな べ青の 俳句
大会で５年連続 回目の学
校賞、国民文化祭全国まごこ
ろ短歌大会や全国子ども俳
句コンクールで学校奨励賞
を受賞しました。多くの生徒
が取り組んでいることを頼
もしく思います。
校 門に 据え られ た門松 も職
員による手作りで、学校が生

12

いちき串木野市湊町 160

15

11

市来農芸
だ よ り

新春を迎
え、謹んで
ご挨拶申し
上げます。
昨年の世
相を表す漢字は「安」でした。
安全保障関連法案が審議可
決されたことや世界で頻発
するテロ事件、異常気象など
人々が不安になったことな
どが理由でした。
高校生にとっても大 きく
変わることがありました。選
挙権年齢を 歳以上に引き
下げられたことです。日本の
未来を作り担う存在として
ま ずは選挙 からの 参加です 。
学校では、いちき串木野市選
挙管理委員会より投票箱を
借用し、生徒会・農業クラブ
役員選挙の際に利用すると
共に、インターネット等での
選挙違反についても指導を
図っているところです。
農 業の 面か ら考 えます と、
ＴＰＰ大筋合意がありまし
た。就農する生徒につきまし
ては、これまで進めてきた認
定就農者の理解をさらに深
め、農業大学校等、さらに高
大連携の推進が求められて
18
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農 芸 市 場

ました。寮生活の厳しさをし
ばし忘れ、友と語り、これま
で の８ヶ 月間
の 頑張り をお
互 いに称 えま
した。

21

17

るうちに世の中には様々な
気持ちの人がいると知るこ
とができました。初めてゲイ
セクシャルの人に会い、自分
の気持ちをしっかり持ち、な
おかつそのことを僕たちに
伝えることのできる強い人
だと思いました。これからの
人生、周りにそういう人がい
るのなら支えてあげられる
人になりたいと思いました。
Ｂさん 講演会を聴き、他人事
ではないと思いました。常に
リスクがあるということを
考えていこうと思います。今
回、ＨＩＶについての考えが
がらりと変わりました。ＨＩ
Ｖにかかると死んでしまう
ものだと思っていました。し
かし、薬を飲めば大丈夫だと
聞き安心しました。安心の前
にまずかからないことを考
えなければと思います。そし
て、偏見の目で見るというこ
とはしたくないと思いまし
た。
第

宇都野 智補（野田中）

回全国高校生
押し花コンテスト

審査員特別賞
大園 梨穂（市来中）
福岡県教育委員会賞
白川 裕香（紫原中）

12

２Ｄ
3D

入選
峯﨑 功忠（市来中）
流合 萌映（市来中）

いちき串木野市
三行詩大会

1D

職員コラム

特選
長野 寛樹（入来中）
「後継者として…」
中村 俊介（伊敷台中）
「祖父母への思い」
入選
福田 幸雅（上市来中）
「理解してあげなくちゃ」

県児童生徒作文コンクール

２Ａ２Ａ

3B

エイズ予防普及啓発講演会
12

双葉寮クリスマス会
双 葉寮 では 、 月 日に
毎年恒例のクリスマス会を
実施しました。１年生全員の
義務入寮生と２・３年生の長
期入寮生がバイキング形式
の豪華な食事やゲームを楽
しみました。食後には吹奏楽
部が「星に願いを」を演奏し、
クリスマス気分を盛り上げ
てくれました。ビンゴゲーム
では先生たちが趣向を凝ら
したプレゼントを用意し、笑
いの絶えない時間を過ごし
月 日 、 伊集 院保健所
の協力でエイズに関する正
しい知識の普及啓発を目的
とした講演会を本校で開催
しました。講師の特定非営利
活 動法人「 Ｒｉｎ かごしま 」
の方々が、分かりやすくユー
モアを交えながら話をして
くださいました。生徒たちは
１時間半の講演を真剣に聴
いていました。生徒の感想を
紹介します。
Ａさん 今日、僕はどうでもい
いやと思っていました。中学
校で聴いたことがあるから
です。しかし、話を聴いてい

入賞おめでとう

わってきました。山川高校で
もサツマイモのウイルスフ
リー苗を増殖しＪＡや農家
の方々に約二万五千本配布
してきました。本校において
もサツマイモの縁があり、サ
ツマイモのウイルスフリー
苗に携わることができまし
た。
この市来農芸高校の 付近
には焼酎を製造する酒蔵が
四社もあり、本校で増殖した
コガネセンガンのウイルス
フリー苗を一部の酒蔵では
あ りますが 配布し ています 。
また垂水市の八千代伝酒造
にも配布し、品質の高いサツ
マイモが出来たと大変喜ば
れています。前田利右衛門が
千七百五年に琉球から山川
にサツイモをもたらし、数々
の飢餓を救ってきました。サ
ツマイモの品種も日々進化
を遂げ甘くておいしい紅は
るかやシルクスイートとい
った品種も出てきました。
生徒の皆さんも加工 もし
やすく栄養価も高いサツマ
イモの話を一緒にしましょ
う。

８日(金) 始業式・課題考査
12 日(火) 修学旅行（15 日まで）
課題考査(１年)
19 日(火) 文字力テスト９
卒業考査時間割発表
20 日(水) 課題研究発表会

12

1 月 農産物販売予定日
12,19,26 日（火曜日）14:00～
販売予定品目
野菜 水菜、小松菜、ほうれん草、ジ
ャガイモ、サニーレタス・・・小
売り形状で 100 円
里芋・・・小売り形状で 150 円
穀物 米２㎏・・・800 円
３㎏・・・1200 円
卵
L サイズ・・・220 円
2L サイズ・・・230 円
加工品 黒豚味噌・・・・250 円
ちりめん味噌・・・250 円
サワーポメロジャム・・250 円
ミカンジュース／サワーポメ
ロドリンク・・・100 円
鉢花 サイネリア・・・250 円～300 円
☆たくさんの方のご来場をお待ちして
おります。

2B

1B

新年明けましておめでと
うございます。生物工学科の
植物バイオ班を担当してい
る竹山裕です。市来農芸高校
に着任してから十ヶ月が経
とうとしています。以前は指
宿市にある山川高校に勤務
していました。私は現在も指
宿市に在住しており、錦江湾
と東シナ海を横目に約七十
キロの距離を通勤していま
す。
さて、私は山川高校で在籍
中は植物バイオに八年間携

１月の予定

国民文化祭押し花コンテスト
２０１５ 鹿児島

第 回国民文化祭
高校生フ ラワ ーデザ インコ ン テスト
イン鹿児島

鹿児島県知事賞
増田 理沙（明和中）
鹿児島県議会議長賞
石田 優依（紫原中）
鹿児島市長賞

21 日(木) 〃(生物工学科･生活科)
26 日(火) 卒業考査(28 日まで)
31 日(日) 情報処理検定（本校）

（農業経営科）

ｉｎ

デザイン賞
堀内 美久（串木野中）
２Ｄ

３０

２Ｄ

3D
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