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本校生徒は、「畜産」「食品」
「生活」の分野に各一名が参
加した。結果は伴わなかった
が、それぞれが放課後、土日、
夏休みなど時間を有効活用
しながら、勉強した結果なの
で、この時間の「過程」を大
切にして今後の生活に生か
してもらえばありがたいと
考えている。

農業鑑定競技大会に
参加して

ら毎年約三千人が集まり実
施されている。岡山県から引
継ぎを受け、大会運営、大会
内容など鹿児島県らしいお
もてなしができるよう生徒
の活躍に期待している。クラ
ブ員全員で成功させよう。

来年度は鹿児島県で開催 （岡山県から引継ぎ）

学校農業クラブ連盟全国大会

市来農芸
だ よ り

本校は
プロジェクト発表担当校
平成三十年度の農業クラ
ブの全国大会は鹿児島県が
主催県である。
大会式典、プロジェクト発
表会、意見発表会、農業鑑定
競技大会、平板測量競技会、
家畜審査競技会、クラブ員代
表者会議などが予定されて
いる。県下の農業系高等学校
のクラブ員全員がそれぞれ
の 業務に携 わるこ とになり 、
本校は鹿児島県民交流セン
ターで開
催予定の
プロジェ
クト発表
担当校と
なってい
る。全国か
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生活科三年 松﨑蒔（市来）
鑑定競技大会「生活」部門
に参加して、いろいろな面で
良い体験をすることができ
ました。学校代表で参加する
責任、参加者の多さに圧倒さ
れたことによるプレッシャ
ー。部活動、就職試験、学校
行事などによる準備の難し
さなど、色々とあり、結果を
残せませんでした。大会式典
で「小泉進次郎議員」の講話
を視聴できた。農業高校生と
して誇りに思うことができ
そうです。大変勉強になった
二泊三日でした。
生工科二年 宮下葵（伊集院）
農業鑑定競技大会で全国
大会岡山大会に参加でき、大
変良い経験になりました。
県大会で、優秀賞でしたが、
全国大会まで参加すること
ができました。来年度は鹿児
島 県で全国 大会が 開催され 、
運営に携わるので、「最後の
チャンス」と思い、全国の舞
台で結果を残せるようにと
勉 強に取り 組んで きました 。
しかし、結果を残すことはで
きませんでした。単純に悔し
いという気持ちだけが残り
ました。自分としては、頑張
ってやったつもりの勉強も
足りなかったんだなと思い

ます。勉強したのに後悔した
のは初めてです。鹿児島大会
に 参加する ことが できれば 、
今 回以上に 勉強に 取り組み 、
結果を残したいです。悔いは
残りましたが、全国の舞台に
立つことができて良かった
です。このような機会をいた
だきありがとうございまし
た。
農経科一年 水元幹太（城西）
第六八回全国農業クラブ
大会岡山大会に参加した感
想を三つに絞ってみると、
一つ目は、岡山駅に着くと、
どこを見ても高校生ばかり
で、駅周辺には大会の案内所
も設置され、盛り上がってい
る雰囲気を感じました。
二つ目は、競技会場に着く
と多くの参加者であふれて
いたのが印象に残っていま
す。この多くの参加者と競い
合 うのだと 思うと 「やる気 」
が出ました。結果は課題が多
く残るものでしたが、これを
踏まえて、鹿児島大会では
「最優秀賞」を目指そうと思
います。
三つ目は、大会式典に参加
したら、各競技の最優秀賞が
発表され、その後にプロジェ
クト発表、意見発表会の最優
秀賞の発表を聞くことがで

きました。地域をさらに活性
化させたいなどの熱い目標
を持っていたので聞いてい
て引き込まれました。
最後に、今回こうような経
験をすることができ、色々学
ぶことがあり、鹿児島大会で
も多くの魅力を伝えていけ
たらと思います。鑑定競技大
会へは来年に向けて少しず
つしっかりと知識を積み重
ねていこうと思っています。
参加させていただいたこと
に感謝いたします。

二年生職場体験学習

農経科 樗木翔吾（星峯）
地元でも有名な濱田 酒造
株式会社に職場体験に行き、
そこで行った仕事内容は、二
日間が売店の接客や事務仕
事、残りの三日間はお酒を造
る作業のお手伝いでした。最
初は緊張や不安でいっぱい
でしたが、社員の皆さんが優
しく迎えてくれたので、とて
も安心して作業することが
できました。
仕事内容は、店内の掃除や
事務仕事があり、失敗するこ
とや慣れない環境で仕事を
するということで、体調を崩
してしまいましたが、なんと

日 11 月 10 日 （金）
間 10：00 ～ 12：30
鉢物（シクラメン・ポインセチア）のほか
農芸市場での品物が販売される予定です。
※ 数に限りがありますので、お早めにお買い求め
ください。皆様のご来校を生徒一同心よりお待
ちしております。
※ タマネギ苗の販売はいたしません。

か、全々わからなくて、従業
員の方から聞きながらの作
業。苦戦していると丁寧に教
えて下さいました。
二日目からは、午前中は初
日と全く同じ作業だったの
で素早く行動することがで
きました。昼食時は、職場の
皆さんと一緒にご飯を食べ
ながらお話ができたので、緊
張をほぐすことができまし
た。工場では作業が一時間以
上続くものもあり、「体力」
「集中力」と「作業を効率よ
くする力」「作業を丁寧にす
ること」が大切なのだと思い
ました。大変でしたが、楽し
く作業することができて良
かったです。

更新中！

ぜひご覧く

ださい！

としてドライブレコーダー
の需要が高まって品薄状態
だそうです。自分自身を振り
返っても他車の無理な割り
込みやあり得ない運転にイ
ライラすることもあります
が、逆に自分の運転が他車を
イライラさせるかもしれな
いという視点はないかなと
思います。交通取り締まりが
行われる場所やパトカーを
見かけてから安全運転する
のではなく、普段から気持ち
にゆとりを持ってこれから
も通勤時だけでなく、安全運
転に努めていきたいと改め
て思います。

公式ブログ

１日（水）
～７日（火）県民週間授業公開
８日（水）中高連絡会
１０日（金）生産物販売会・ＰＴＡバザー
１４日（火）文字力テスト⑦
１７日（金）文化祭（展示・発表）
２４日（金）校内持久走大会（午後）
２８日（火）
～12/１（金）２学期末考査

職員コラム

通勤時に思うこと
事務主事 斜木 修
私は、鹿児島市内より自家
用車で片道約一時間かけて
通勤しています。朝は通勤・
通学のラッシュにかかり、渋
滞箇所もあり、自転車や登校
の小学生の列にも気をつけ
ています。
最近のニュースで交 通ト
ラブルに関することがいく
つか取り上げられていて、尊
い命が奪われることに心痛
めます。交通トラブルの対策

１１月のおもな学校行事

た。普段体験できない工場内
の仕事を体験ができたし、コ
ミュニケーションもきちん
と取ることができたと思い
ます。とても充実していまし
た。目上への方への態度など
も改めて見直すことで今後
の進路にも結びつけたいで
す。
生活科 植村 明奈（郡山）
私は、職場体験先として、
薩摩蒸気屋工場を選びまし
た。選んだ理由は、食品製造
を選択し、今学んでいること
を活かせる職場に行ってみ
たいと思ったからです。
初日は、何をしたらいいの

期
時
○

に責任を持つ」ことを学びま
した。今回のお世話になった
吉村醸造は、食品を扱う会社
だけあって衛生に十分な注
意を払っていて、危険防止の
ために工場の事務所に入る
時や出るとき声かけを徹底
していました。事務室に出入
する時の挨拶、すれ違ったと
きの挨拶も重視していて、改
めて挨拶の大事さを感じま
した。体験中の作業を通して
共通していた点は「衛生管
理」と「任された仕事は責任
を持ってやり抜くこと」でし
た。中途半端をせずに最後ま
でやり抜くことが大切でし

※ 7 日は生産物即売会前にて販売しません。
販売時間：14:00～
販売物
＜野 菜＞ トマトなど
各袋 100 円（予定）
＜卵＞・L サイズ 220 円
・M サイズ 200 円
＜肉 類＞・豚肉（各 250ｇ入り 420～500 円）
とんかつ用（ヒレ・ロース・肩ロース）、バラ焼肉用
しゃぶしゃぶ用（モモ・バラ）
＜加工品＞
・麦味噌（1 ㎏）350 円
・黒豚味噌、黒豚味噌カレー風味（180g）250 円
・瓶入り豚味噌 3 個セット 600 円
・梅ドリンク (190 ㎖) 100 円

か最後まで一生懸命取り組
めました。最後の日には、会
社の皆さんが、「就職はうち
に来てね。」と言われたとき
は、お世辞でも自分を必要と
されているんだと思うとと
もに、社会人に近づいてきて
いることを自覚することが
でき、この一週間で多くの体
験をさせていただき普段の
学校で出来ないことを多く
学ぶことが出来ました。この
経験を今後の進路に活かし
ていきたいと思います。
生工科 山口あやめ（谷山北）
この体験学習を通して「挨
拶の大切さ」と「自分の仕事

１１月は、14,21,28 日火曜日です。
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