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市来農芸
だ よ り

１日目は花王東京工 場の
見学でした。洗浄することへ
のこだわりや、お客様の声を
いち早く商品に取り入れる
仕組みなどを学び、誠実な企
業 姿勢を感 じまし た。また 、
雪 不足が心 配され た新潟は 、
例年に比べると雪の量はか
な り少ない みたい でしたが 、
関越トンネルを抜けると一
気に雪景色に変わりバスの
中で歓声が上がりました。

１月１２日から１５ 日ま
で新潟・千葉に３泊４日で行
ってきました。始業式の直後
ということもあり、集合や忘
れ物など心配しましたが、大
きなトラブルもなく無事終
えることができました。

鹿児島県立市来農芸高等学校だより
前日の夜から降った 雪は
３０㎝、ほとんど雲のない晴
天の中２日目のスキー教室
が始まりました。午前中は基
本動作や雪になれる練習な
ど、ベテランのインストラク
ターさんが一人ひとり丁寧
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３日目は一転雪の中 の出
発になりました。（この週で
晴れたのは２日目だけだっ
たそうで、本当に天候に恵ま

に教えてくださいました。部
活動をやっている男子はさ
すがに呑み込みが早く、だい
ぶ滑れるようになっていま
した。午後からはほぼ全員リ
フトに乗って（高所恐怖症の
生徒は遠慮しました）山の中
腹まで行きました。転びなが
らも少しずつ何とか下まで
降りてくることができまし
た。リフトからの景色は胸の
ドキドキも相まって忘れら
れないものになったのでは
ないでしょうか。
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れた旅行でした）しかし、再
び関越トンネルを抜けると
まぶしいくらいの朝日が差
し込んできました。空気もす
んで富士山が東京につくま
で くっきり 見えて いました 。
途中事故による渋滞で１時
間ほど遅れましたが、無事デ
ィズニーランドに到着し、夜
ま で夢の国 を満喫 しました 。
みんなテンションＭＡＸで
ホテルに戻ってきたので心
配しましたが、ホテル内では
ルールを守って落ち着いた
行動をしてくれました。
４日目は浅草からス カイ
ツリーに行きました。浅草寺
ではお参りをしたり、線香を
買って頭に煙をかけたり、大
吉が出るまでおみくじを引
き続ける人がいたりして楽
しんでいました。外国からの
観光客もとても多かったで
す。そこから２０分くらいか
けて徒歩でスカイツリーに
向かいました。スカイツリー
は今回はオプションでした
が、結構多くの生徒が登って

いたようでした。若干かすん
でいましたが、晴天でとても
きれいな景色だったそうで
す。

普段から欠席の少な い学
年ではありましたが、体調を
壊 す生徒も ほとん どおらず 、
集団行動がしっかりできて
おり、とてもスムーズに流れ
た旅行でした。２０１６年は、
進路実現や九州大会の仕切
りなど、この学年にとってと
ても大事な一年になります
が、幸先の良いスタートをき
ることができました。改めま
してこの旅行でお世話にな
りました皆様に深くお礼を
申し上げます。ありがとうご
ざいました。
生徒の感想より

ホテルでは、寮のように皆
で話をしたり風呂に入った
りし、懐かしい気持ちになり
ました。三泊四日の修学旅行、
あっという間で、友達同士も
いろいろ問題がありました
が、皆、ごたごた言わず楽し
くしていました。四日目のと
き、皆の口から「もう四日か
ぁ」とか、「もう一回行きた
い」とか聞こえてきて、私も
もう一回行きたいと思いま
した。
（２Ｄ 竹野美香）

修学旅行の思い出は、自分
が経験できなかったことを
経験することができたこと
です。一つは飛行機に乗った
ことです。中にいると、今動
いたとかが分かるくらいの
音が出ていてびっくりしま
した。二つ目はスキーの体験

ができたことです。初めての
スキーで止まって欲しいの
に全然止まらずにすごくあ
わてて転んだりして楽しか
ったです。まだ覚えていると
きにもう一回行って、次は転
ばないように上手に滑りた
いです。三つ目はディズニー
ランドです。小さい時から行
きたいと思っていたところ
に行けて楽しかったです。シ
ンデレラ城がきれいですご
かった。とてもよい一週間に
なりました。
（ ２ Ａ 宮尾 崚 雅 ）

修学旅行はとても楽しか
った。とくにスキーが楽しか
った。とはいっても私は「楽
しい」の想いよりも「素晴ら
しい」の想いの方がとても強
かった。なぜなら、私はこの
四日間どこに行っても接客
をする人がいた。その人たち
は相手が子どもだろうが、高
校生だろうがきれいで礼儀
正しく気持ちの良い対応を
してくれたからだ。空港のグ
ラ ンドスタ ッフや ＣＡさん 、
花王工場の方々、ホテルの
方々、ディズニーランドのキ
ャストの方々の最高のおも
てなしに私は感動した。
今年の九州学校農業クラ
ブ連盟事務局は本校が担当
する。大会を前にお手本を見
れたことはとてもためにな
った。接客をする立場として
最高のおもてなしができる
よ うに準備 をして いきたい 。
最後に修学旅行を計画して
いただいた先生方、旅行会社
の方々本当にありがとうご
ざいました。
（ ２ Ｂ 濵田 一 期 ）

１月２０日（水）・２１日
（木）に３年生の「課題研究
発表会」を実施しました。
「課
題研究」は農業に関する課題
を自ら設定し、その課題の解
決を図ることで、農業に関す
る知識や技術を深めること
を目的とした科目です。３年
生が１年間、専門学習に取り
組んだ総括であり、今回はそ
の取り組んだ研究について
まとめ、グループごとに発表
を行いました。
この研究発表会に１・２年
生も出席し、農業分野の学習
を深めるとともに来年度（再
来年度）に自分たちが「課題
研究」を行うための参考にし
ました。
今年度の研究テーマ は以
下の通りです。

しかし、順風満帆な高校生
活だったかと言うと、そうで
は なく、ど ちらか と言えば 、
つらく苦しい学生生活を送
っていました。
高 校生 の頃 、病 気のた め、
学校へ通うこともままなら
ず、授業に参加できても保健
室と教室を往復して過ごす
ような毎日で、その日その日
が過ぎるのをただただ待つ
だけの日々でした。
そんな時、担任の先生から
呼び出され「病気でも自分が
出来るところまではしっか
りやるように」と言われた事
が私の人生を変えた一つの
きっかけでした。
最初は、私の気持ちも知ら
ないくせにと不満に思った
ものですが、その言葉をよく
考えてみると、確かに病気を
理由にしていろんな事を諦
めてしまう部分があったな
と気づかされました。
その後、負けず嫌いだった
私は、先生を見返してみせる
一心で「自分で出来ることは
絶対に自分でやり遂げる」を
目標に高校生活を送りまし
た。
現在、高校の事務員として
勤めておりますが、高校生の
頃からの「自分で出来ること
は 絶対に自 分でや り遂げる 」
という目標は、今も変わって
はいません。
意外とやろうと思えば、大
抵の事は自分の力でなんと
かなるので、私の話で少しで
も生徒達がそう思ってくれ
れば幸いです。
（ 事 務主 任 勝 目 幸 子 ）
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【生活科】
◎ダイエット中でも食べられる
お菓子を作ろう
◎食べ物を大切にしよう～残り
物食材で料理を作ろう～
◎家庭で手軽に作れる水耕栽
培・コンテナ栽培
◎めずらしい野菜作り
◎農薬を使わない害虫防除
◎身近な花でドライフラワーを
作る
◎ニチニチソウのトピアリー作
り
◎花をもっと楽しく

入賞おめでとう
第３０回国民文化祭・かごしま
２０１５ 鶴のまち俳句大会入賞
鹿児島県実行委員会会長賞
農業経営科１年 宮迫 七海
出水市実行委員会会長賞
生物工学科１年 平田 瑠偉
ツルと歴史のまち出水市賞

生活科２年 津之地 紗希
職員コラム
「あの頃（高校生の頃）に
戻ってやり直したい」と言っ
ている人の話を耳にするこ
とがありますが、私は一度も
そう思ったことがありませ
ん。
それは、私が高校生活を自
分の出来る最大限を持って
過ごすことが出来たと自信
を持って言うことが出来る
からです。

２月のおもな学校行事

【農業経営科】
◎果実酢の製造
◎ビワ茶製作
◎果実の貯蔵・保存の研究
◎２年目のポインセチアの栽培
に挑む
◎シバザクラの庭園造り
◎天恵緑汁の魅力
◎～マヨコロネ～ マヨネーズ
の可能性
◎養母スイカパンの研究
◎サワーポメロの活用（ポメロパ
ンの製作）
◎みそヨーグルト漬け
◎炭酸ジュース
◎野菜ドレッシング
◎プランターを利用したイチゴ
栽培
◎養母スイカ継承プロジェクト

【生物工学科】
◎去勢における生育調査
◎初乳を活用した子牛の健康調
査
◎母牛の母乳と子牛の下痢の関
係性について
◎ミルクの量と子牛の成長につ
いて
◎害鳥対策
◎生産履歴情報の充実に関する
取組
◎豚肉販売に関する取組
◎”かごしま黒豚”優良種豚場の
造成を目指して
◎豚の調教に関する研究
◎導入コストを削減した水耕栽
培の取り組み
◎ 寝
"太郎スイカを栽培品種に～
生育試験と選抜採種の取り組
み～ "
◎継続培養中の変異体を無く
せ！～自然由来の植物成長調
節物質を探す～
◎里山からの贈り物～バイオマ
ス変換を利用した多目的装置
の開発～

米
卵
鉢花
加工品

販売予定品目
ジャガイモ，サニーレタス（小売り形状１００
小売り形状１００円）
里芋（小売り形状１５０円）
２kg（８００円）３kg（１２００円）
Ｌ（２２０円）２L（２３０円）
サイネリア（２５０～３００円）
缶詰
黒豚味噌・ちりめん味噌（２５０円
２５０円）
飲料
サワーポメロドリンク・ミカンジュース
ミカンジュース（１００円）
ジャム サワーポメロジャム（２５０円）
）

野菜

2・9・16・23
3 日（火）14：00～

農産物販売予定日

２月

４日（木）推薦入学者選抜
８日（月）３年生登校日
１０日（水）文字力テスト⑩
１５日（月）３年生登校日
１８日（木）学年末考査（ ～２３日）
２２日（月）１年生寮宿泊最終日
２３日（火）卒寮式
２６日（金）３年生登校日
２９日（月）同窓会入会式・卒業式予行
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