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農芸の秋は，実りの秋！

9

ってほしいと思います。
〈結果〉
運動競技の部 優勝・白組
応援の部
優勝・白組

11

第 回全国和牛能力共進会
畜産部が夢の舞台へ！
本 校畜 産部 が、 月 日
（木）から 日（月）に宮城
県仙台市で開催された、第
回全国和牛能力共進会へ出
場しました。５年に１度しか
ない今大会は「和牛のオリン
ピック」ともいわれ、全国各
地 から優れ た和牛 が集まり 、
牛の体格や姿勢、毛並みの美

しさなどを競います。この大
会のために畜産部員は土日
も含め、朝早くから牛の管理
に取り組んできました。
今年度から復興特別 出品
区「高校の部」があり、本校
からは愛情込めて育てた「す
ず」が出品されました。結果
は 校 中 ５ 位 の 優秀 賞 で し
た。頂点を目指していただけ
に悔しい結果となりました
が、市来農芸高校の誇りを胸
に健闘してくれたと思いま
す。

14

「全共に参加して」
生物工学科３年
稲村 潤一
今回の第 回全国和牛能
力共進会を通して、畜産部の
部員、先生方、畜産関係者の
方々の力が一つになれたな
と凄く感じました。結果は５
位入賞でした。悔しい思いも
ありましたが、まだまだこれ
からも努力をしていかなけ
ればならないと実感するこ
とができました。
今 後は 、和 牛だ けでな く、
ホルスタインの分野におい
ても、共進会で常に上位入賞
できるよう専念していきた
いです。私が引退するまでに
畜産部の伝統を引き継いで

11

棒回しリレー
綱引き
農芸力じまん(上原君と OB の和田君)

第 177 号

℡（0996）36－2341
発行責任者
校長 本村 信一

で結果が分からない熱戦で
した。
応援の部においては、応援
団が夏休みからの練習の成
果を披露しました。３年生の
応援団演技は３年間の集大
成を見せつけるような重厚
な演舞と、見る人を楽しませ
るようなダンスで会場を沸
かせてくれました。２年生は
工夫を凝らした息の合った
演技で、昨年度よりも更に成
長した姿を見せてくれまし
た。１年生は初めてとは思え
ないほど堂々とした演舞を
披露し、今後への期待を抱か
せてくれる素晴らしいもの
でした。
今後も文化祭など多 くの
行事がありますが、体育祭同
様、各学年力を合わせて頑張

7

11

第七十回体育祭
70

月 日（土）に第 回
体育祭が行われました。今年
は天候に恵まれず、予行練習
準備がなかなかできません
でしたが、本番当日はカラッ
と晴れた気持ちの良い青空
の下で開催することができ
ました。来賓・保護者・ＯＢ・
ＯＧなど多くの方々に足を
運んでいただき、大いに盛り
上がりました。
開会式の行進は、晴れわた
る空の勢いそのままに堂々
とした立派なものを見せて
くれました。運動競技の部で
は、総合優勝を目指す３年生
（ 白組）と 、１年 生（赤組 ）
が接戦を繰り広げ、２年生
（青組）も意地を見せ最後ま

9

応援合戦
鶏の掴み取り
障害物リレー

11

市来農芸
だ よ り
9

第 177 号
鹿児島県立市来農芸高等学校だより
平成 29 年（2017 年）10 月 2 日（月）

いけるよう、部長として後輩
たちに良い姿を見せられた
ら良いなと思っています。皆
さん、たくさんのご声援、本
当にありがとうございまし
た。

「畜産部の一員として」
生物工学科３年
入佐 迅
畜産部に入部して牛 と関
わって、様々なことを学びま
した。一般管理や引き運動な
ど、大変な作業もありました
が、「すず」が全共に出品さ
れることが決まり、今までの
努力が報われたような気持
ちになりました。全共では牛
の移動をする手伝いでした
が、部員みんなで協力して参
加できて、とても嬉しかった
です。今後も更に頑張ってい
きたいです。

とんかつ用（ヒレ・ロース・肩ロース）、バラ焼肉用
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ぜひご覧く

ださい！

１０月のおもな学校行事

２日（月）
～６日（金）農業技術検定実技
３日（火）文字力テスト⑤
１０日（火）
～１３日（金）２学期中間考査
１６日（月）
～２０日（金）２年職場体験学習
１９日（木）刈払機取扱作業者講習(１年)
２６日（木）文字力テスト⑥
３１日（火）芸術鑑賞会

若い目

・麦味噌（1 ㎏）350 円

・黒豚味噌、黒豚味噌カレー風味（180g）250 円

＜花類＞

花苗ものはハウスにて販売いたします。

できました。生徒は明るく元
気で「宮谷先生」と呼ばれる
たびに教師への志が強くな
りました。これも生徒や先生
方の温かいサポートのおか
げだと思います。
貴重な経 験とな りました 。
ありがとうございました。

販売物

「殺処分される動物
減 ら した い 」
生活科１年 若山莉彩
私は中学生の頃から、殺処
分される犬や猫を助けたい
と思っています。そう思った
のは、ある一冊の本がきっか
けです。
私は、幼い頃からよく本を
借りて読みました。その中で
とても悲しい表情をした犬
の表紙が目につき、読んでみ
ると、薄暗くて狭いおりの中
にたくさんの犬が入ってい
る写真が載っていました。

＜加工品＞

第 回ＫＫＢ
硬筆コンクール
金賞
生物工学科３年
浮邉祥佳（清水中出身）
松 木 美樹 （ 米 ノ 津 中 出 身 ）
いちき串木野市
剣道選手権大会
優勝
生物工学科１年
南 生吹 （ 上 市 来 中 出 身 ）
準優勝
農業経営科２年
福山凌馬（川内中央中出身）
第３位
生物工学科２年
福石忠祐（紫原中出身）
農業経営科１年
江夏 煕（市来中出身）

・梅エキス（40g）1000 円

教育実習生より

更新中！

私はこの写真を見て、なぜ
職員コラム
悲しい顔やおびえた顔、怒っ
た顔をしている犬しかいな
「秋の夜長に」
い のかと疑 問に思 いました 。
事務長
深野木壽志
それは保健所で殺処分され
ＳＦ小説を原作とし た映
る寸前の犬を写したもので
画は数多くありますが、自分
した。私はその時から、捨て
の描いていたビジュアル世
られた動物を助けるにはど
界とのギャップを感じるこ
うすればいいのか、と考え始
とがたまにあります。最近の
めました。
特撮技術は目覚ましく進歩
人と同様に動物にも 命や
し、様々な世界を描けるよう
心 がありま す。そ れなのに 、
になりましたが、それはあく
人の身勝手な理由で捨てら
まで何人かのクリエーター
れ、殺処分されることに腹が
が造った世界の一つにすぎ
立ちます。さらに、生まれて
ません。読書の良いところの
間もない犬や猫も殺処分さ
一つは既成概念に捕らわれ
れるのは、とても悲しいこと
ず、自分の想いのままに物語
です。
の世界を構築できるところ
捨てられた動物は、人を信
にあると思います。秋の夜長
じることができず、攻撃的に
にオンリー・ワンの世界へ旅
なってしまいます。外国では
立ってみませんか。
捨 てられた 動物を 保護して 、
大きな施設で育てるので殺
処分はありません。殺処分さ
れる動物を少しでも減らせ
るよう、外国での取り組みを
学び、日本で生かしたいです。
（南日本新聞「若い目」
平成 年９月４日掲載）

公式ブログ

100 円、
(190 ㎖)
・梅ドリンク

600 円
・瓶入り豚味噌 3 個セット

「教育実習を終えて」

類＞・豚肉（各 250ｇ入り 420～500 円）
＜肉

200 円
・M サイズ
220 円
＜卵＞・L サイズ

各袋 100 円
ナス、オクラなど
菜＞
＜野

南九州大 学環境 園芸学 部４ 年

販売時間：14:00～
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宮谷佳寿子
９月４日（月）から３週間、
母校である市来農芸高校で
教育実習をさせていただき
ました。
緊張や不安でいっぱいで
したが、体育祭をはじめ、授
業や実習、放課後を通し、生
徒と関わることで楽しく充
実した日々を過ごすことが

10 月は、毎週火曜日 3,10,17,24,31 日です。

第 177 号
鹿児島県立市来農芸高等学校だより
平成 29 年（2017 年）10 月 2 日（月）

しゃぶしゃぶ用（モモ・バラ）

