それでは、六十九名の卒業
生諸君。それぞれの未来へ
「行ってらっしゃい！」
三学年主任 池田 貴之

てもらうでしょう。
あなたが仕事に取り組む
その姿勢で、周囲の反応は変
わってきます。
「今年の新人は良いよ！」
きっとそんな風に言 って
もらえるみなさんであると
信じています。
卒業おめでとう。
進路指導部 伊地知 隆
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でもありませんね。
この四つの「じんざい」の

0

話は、企業に限らず、人生や
社会生活にも当てはめるこ
とができると思います。これ

2

から先の長い人生、たくさん
の人との出会いが待ってい
ま す。すべ ての人 にとって 、

7

これからは人間力
卒業にあたり、一つのこと
だけを書きます。
これ から は人 間力 が 勝負
です。卒業で、すべてがリセ
ットされています。つまり、
次の学校や職場では、今まで
のすべ てが 白紙 にさ れ てい
るのです。皆さんの進んだ先

県立農大

自分の姿を想像しよう
想像してみてください。
就職して五年目に、上司か
ら言われました。
「今年入ってきた新入社員
に色々教えてほしい」
目の前には、元気で素直で
積極的な新人がいます。
あなたはどんな風に、声を
かけますか・・・？
就職の人はもうすぐ、進学
の人も数年先には新社会人
として、先輩から色々と教え

4

とは言いません。君たち一人
ひとりが、それぞれの大事な
人から「人財」だと思っても

2

防災卒
訓業
練式
三月一日（水）、第六十九
回目の卒業式の日を迎えま
した。
多数の来賓や保護者の
方々に出席していただき、
農業経営科二十五名、
生物工学科二十六名、
生活科十八名、
合計六十九名の三年生が
本校から卒業します。

卒業生へ贈る言葉

1
短期大学

らえるような生き方をして
もらいたいと心から願って
います。

1

0

℡（0996）36－2341
発行責任者
校長 本村 信一

チバリヨ チバリヨ
でもチバリすぎんなよ
甘えリヨ 甘えリヨ

5
大学

いちき串木野市湊町 160

でも甘えすぎんなよ
かつての教え子であ るシ
ンガーソングライターが作

0

工学

平成 29 年 3 月 1 日
編集・発行
市来農芸高校広報係

詞・作曲した「チバリヨ（が
んばれよ）」という歌詞の一
節です。この歌詞をはなむけ

5

経営
進路先

第１７１号
として、君たちを送り出した
いと思います。

合計
生物

市来農芸
だ よ り

巣立ちゆく君たちへ
企業の新人教育でよく使
われる話ですが、
「じんざい」
には四つの漢字が当てられ
るそうです。
「人材」…普通の人
「人罪」…お荷物な人
「人在」…いるだけの人
「人財」…大事にしたい人
必要な人
どの「じんざい」を企業が求
めているかは、あえて言うま

生活
農業
学科

29.2.28 現在
２８年度卒業生の進路状況
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には、市来農芸よりランクの
上の学校を卒業したり、試験
の成績 がよ かっ た人 が いま
す。しかし、それらはリセッ
トされるのです。ありがたい
ことに、三年間のうちにやっ
た失敗も！
四月 にス ター トす る とき
は、すべてがまっさらにされ
ています。そして、新たに記
録（記憶）が始まるのです。
これは大きなチャンスです。
これからは、別のかたちで学
んだり、覚えたり、資格を取
得したりが始まりますが、そ
れ以上にものを言うのが「人
間力」です。人間としての幅
といってもよいでしょう。休
日にも 当番 で登 校し た 皆さ
んには、他校卒業生にはない
その潜 在力 がす でに 備 わっ
ています。自信を持って前進
してください。期待していま
す。

進路指導部就職支援員
東
均

卒業生のみなさんのため
に、三人の先生方から激励の
言葉をいただきました。
今までも、そしてこれから
も、多くの人の気持ちに支え
られていること
を忘れないで
ほしいです。

南日本新聞からの
掲載記事の紹介
命がもったいない
１年 松本 凜
鶏が死んでいた。いじめら
れていたのか、羽があまりな
かった。入学して間もないこ
ろ、用があって鶏舎に行った
ときのことだ。
待ち時間に鶏を見ていた
ら、あきらかに１羽だけ動か
ない鶏がいた。先生に「あれ
なんで動かないんですか」と
尋ねてみた。先生は「死んで
るね。ボイラーに入れといて」
と言ったので、「無理、無理
です」と言い返した。
すると、先生は、死んだ鶏
をボイラーに入れた。なんだ
か悲しかった。たぶん、その
鶏も１カ月前は元気に卵を
産んでいたのだ。命とはこん
なに早く終わってしまうも
のなのだと思った。
学校の鶏は卵用だから肉
にはならないが、肉用の鶏は
生まれて何カ月かしたら出
荷される。そうして肉になっ
た鶏は、人間のもとに届けら
れる。
多くの人がきれいに食べ
るけれど、残す人もいる。か
わいそうだと思った。私たち
の学校は、１年生全員が寮に
入らなければならない。食事
も一緒だ。肉や魚、野菜など
を残しているのを見ると、
「命がもったいない」と思う。
食事は残さないように心が
けたい。
（平成 年２月１日掲載）
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営農の門出を
励ます会

18

二月十三日（月）、農業関
連への進学・就職を決定した
三年生十六名を対象に、「営
農の門出を励ます会」が開催
されました。
当日は、いちき串木野市長
田 畑誠一様 、日置 市副市長 、
農業関係行政機関他、日置地
区農業青年クラブより来賓
の出席がありました。
農業経営科 堂﨑慶次郎君
溝端響君
生物工学科 濵田一期君
和田涼暉君
以上四名が代表とし て抱
負を発表し、来賓の方々から
の言葉や、一・二年生からの
励ましの拍手をもらい、気持
ちを新たにしていました。

命の重み思い知った
１年 岩川 亜沙美
「命をわざわざ奪って食べ
てまで生きる価値ある今日
を、僕は生きているだろう
か」。大岩根尚さんの「食べ
るということ」の中の一文で
す。普段の食事について、改
めて考えるきっかけになり
ました。
数年前、父が鶏をさばこう
としていました。私も最初は、
興味があり見ようと思いま
した。しかし作業する時、見
る こ とが でき ま せ ん で し た 。
学校では１年生が鶏を飼
育しています。私は鶏舎にも
入れず、触れることもできま
せん。一方で、鶏肉も卵も大
好きです。
生活の中でも相当な量の
卵と肉を目にします。つまり、
たくさんの命が奪われて私
たちの口に運ばれていると
いうことです。
人が生きていくには、仕方
がないことだと思います。だ
から、私は育てている間だけ
でも、精いっぱいの愛情を込
めて世話したいと思いまし
た。
記事を読んで、改めて命の
大切さに気付き、感謝する気
持ちを持つことができまし
た。だから、食事の時はあい
さつに感謝の気持ちを込め
たいです。
（平 成 年１月 日掲載）
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作家あさのあつこさん来校
２月８日水曜日、作家のあ
さのあつこさんと徳間書店
の国田さんの２名が来校さ
れました。あさのあつこさん
は 、『バッテリー』や『グリ
ーン グ
･ リ ー ン』 等 多 く の 本
を執筆され、映画化されたも
のもある有名な作家です。現
在、農業高校を舞台にした本
の執筆に当たっており、実際
の授業や実習などの様子を
取材したいとのことで来校
されました。とても気さくな
優しい方で、生徒達はとても
喜んでいました。夜は双葉寮
の入寮生達に講話までして
いただきました。また、サイ
ン入り著書を４冊とメッセ
ージ入りのサイン色紙を寄
贈してくださいました。本校
での取材を参考にした次作
が楽しみです。

職員コラム

春と聞いて何を思うだろ
う。新緑は寒さに耐えて芽吹
き始める時期である。また人
生の中では、別れと出会いの
時期でもある。十数年前に本

校を卒業して１年前に母校
に帰ってきた。学校のいろい
ろ な変化に とまど いながら 、
歳月ばかりが過ぎていった
１年だった。
学生の頃、よく教師に「今
のうちに勉強をがんばらな
いと後々苦労するぞ」といわ
れ たのを近 頃よく 思い出す 。
当時は何をと思いながら、必
要になったら勉強すればと
思っていたが社会人になっ
て意味がよく理解できた。
なにか勉強をと思ってもな
か なか頭に はいっ てこない 。
また仕事とプライベートに
追われ時間がとれないとい
う現実が待っていた。
ところで３年生は、卒業し
て各々自分の選んだ道に進
んでいく。現１・２年生はそ
れぞれ進級して上級生にな
る 。私自身 本校に 入学して 、
３年間実習をこなして今の
自分があると思う。生徒に思
ってもらいたいのは、「市来
農芸高校」を卒業したから並
大抵のことには負けないと
いう、「根性と精神」をもっ
てほしい。そのためにも、現
在しっかりとした、勉強と実
習にしっかり取り組む必要
がある。そうすればどんなに
大きな壁も乗り越えていけ
ると思う。
生物工学科
竹之内 文也

