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市来農芸
だ よ り

月 日（水）に、本校体
育館をメイン会場に文化祭
が開催されました。テーマは、
「一笑懸命」。生物工学科１
年の鶴喰咲里奈さんが考案
しました。書道部のパフォー
マンスを皮切りにステージ
部 門の発表 が始まり ました 。
ス テー ジ部門 団 体 、展
示部門 団体、模擬店部 門
２団体の参加があり、各クラ
スや団体のまとまりを感じ
る大変素晴らしい発表とな
りました。特にステージ部門
は 、歌、ダ ンス、映 像作品 、
演劇と、市来農
芸高校生の力強
さが感じられま
した。また、恒
例の職員劇も見
応えがある仕上
がりとなってい
ました。串木野
高校・市来農芸
高校の吹奏楽部
による演奏でプ
ログラムの最後
を飾りました。

令和元年度文化祭
「一笑懸命 」
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ありがとうございました
月 日（金）に生産物即
売会が開催されました。来場
者数延べ 名もの方々に足
を運んでいただき、大盛況と
なりました。本校教育の学習
の成果を一般公開するとと
もに、生徒たちが学習教材と
して栽培した野菜、鶏卵、加
工 品、鉢花 、花苗、 みかん 、
豆腐などの生産物を即売す
ることで、地域の本校への理
解を深め、本校の活性化を図
る目的で実施されました。
また、ＰＴＡバザーではそ
れぞれの保護者が持ち寄っ
た日用品の販売や赤飯、農芸
汁、ふくれ菓子、豚バラ丼な
ど美味しい品々を提供して
いただき、お客様だけでなく、
仕事を頑張った生徒たちも
その美味しさに、お腹が満た
され幸せそうでした。遠方か
らも沢山の方が来てくださ
り、感謝申し上げます。来年
も今年以
上に沢山
のお客様
に喜んで
いただけ
るけるよ
う頑張り
ます。
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年生 職場体験学習
感想文より

生物工学科２年
諏訪下 心（
甲東中出身）
私は、動物園は動物と飼育
員さんだけで運営している

農業経営科２年
吉永 愛翔（
清水中出身）
この４日間はとても刺激
的だった。農業と離れ、まっ
たく知らない医療の勉強が
しっかりできた。体験という
よりは、ほとんど見学だった
が、コミュニケーションの必
要性や、
「報連相」の大事さが
より明確になり、しっかりと
目に焼き付けることが出来
た。命に向き合い患者の対応
をするこのような職業はや
り甲斐があり、かつ格好よか
った。私は、自分は理学療法
士を目指しており、将来専門
学 校、また は大学に 進むか 、
今後の進路選択についても
アドバイスを頂き、幅が広が
った。体力勝負でもあり、ま
た、患者と向き合うことは簡
単なようで難しく、これから
身につけていかなければな
らない今後の自分の課題に
なった。このように、今回の
職場体験学習は新しい自分
を見つけることができ、進路
選択も広がり、より多くのこ
と を吸収す ることが できた 。
とても楽しく刺激的で、４日
間があっという間だった。自
分の夢を叶えるために今で
き ることを 考えてい きたい 。
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と 思ってい ました。 ですが 、
実際は、病院があり獣医がい
て、動物になにかあった時に
園内ですぐ治療ができるよ
う整備されていて、びっくり
しました。他にも動物園の環
境整備のための清掃員、壊れ
た物の補修を担当する人、一
番驚いたのは教育普及系の
職 員でした 。教育普 及系は 、
イ ベント時 のサポー トをし 、
絶滅危惧種について知って
もらうために、説明などの活
動をします。私は、こういう
機会がないと、こういった
方々の存在に気づくことが
できなかったと思います。こ
のように、動物園は多くの職
員の手によって支えられ運
営されていることを知るこ
とができました。
また、動物の食事の準備で
は、動物の口に合わせて作る
ことを教えていただきまし
た。チンパンジーのように口
の大な動物用に切ることは
できましたが、コウモリのよ
うに口の小さい動物用に切
るのは、難しく時間がかかっ
てしまいました。日頃から家
で料理作りをしておくべき
だったと後悔しました。大切
なことを学び気づくことが
できたと思っています。

生活科２年
川畑 晴花（
日吉中出身）
私は、今回『おかし畑馬場』
で体験を行いました。よく利
用する店でしたが、製造の場
に入るのは初めてでした。い
つもお店に売られているか
るかん、パイ、生クリーム大

福などの作り方を見せても
らいました。私たちが普段作
るお菓子の何倍もの量を作
ることにびっくりしまた。そ
して、作って終わりではなく
一つ一つ綺麗にラッピング
をするのは予想以上に時間
もかかり集中力を使うので
大変でした。また、商品によ
ってもラッピングの仕方や
種類も違うので慣れるまで
時間がかかったり失敗した
りしました。それでも任され
た仕事を時間以内に終わら
せることができたので良か
ったと思います。それから店
の裏の工房にある機械の使
い方についても教えてもら
いました。機械はとても大き
くてびっくりしました。普段
は見ることができないので
よい経験になりました。そし
て 職場体験 の最後の 日には 、
シフォンケーキを一緒に作
りました。いつも一人で焼く
と失敗しますが、今回はしっ
かりと焼けました。生クリー
ムを薄く塗ることが難しい
でしたが、丁寧に教えてもら
い、なんとか上手にトッピン
グすることができました。家
に持ち帰り、家族一緒に食べ
た時、
「上手にできたね」の親
からの言葉は嬉しかったで
す。今回の体験では仕事の大
変さや楽しさを学ぶことが
できました。
販売物
＜野 菜＞
・ブロッコリー、カリフラワー 各 100 円
トマト 150 円
ヤマイモ 400 円／kg
＜卵＞
・M サイズ
200 円
＜果樹＞
・温州ミカン 200 円
＜加工品＞
・豚味噌シリーズ 缶類各 250 円、瓶類各 200 円
・ウメドリンク 100 円、ジャム類 200 円
＜鉢花＞
・シクラメン 700 円、ガーデン、シクラメン 200 円
ポインセチア 400 円
＜花苗＞
・パンジー、ビオラ、キンギョソウ 各 50 円

会となりました。だから、私
現ツバキ班と
して毎日採卵
鶏に囲まれる
日々を送り、
努力を重ねて
いきたいと思
います。

職員コラム

かけられていると納得する
滋味に富んだ優しい味でし
た。
話は変わりますが、里山の
風景は現代人の心を癒やし
てくれます。里山には手つか
ずの自然があふれているか
らと思いがちですがそうで
はありません。人々がこつこ
つと手を入れて創り出した
風景だから心和むのだと知
りました。
最近生徒たちとより深く
知り合うことが増えて、一人
一人の内面の成長ぶりも分
かるようになりました。 の
時代になっても、野菜も花も
動物も、そして人も手をかけ
られて育つものだと実感し
ながら、このような環境で過
ごせることに日々感謝して
います。

卒業アルバム撮影(部活動)

AI

１０日（火）子牛せり市
１２日（木）双葉寮クリスマス会（予定）
１３日（金）青春市場 in ドルフィンポート
１６日（月）クラスマッチ
１８日（水）鹿児島･日置地区専門高校フェスタ
１９日（木）第７回文字力テスト
２０日（金）学期末 PTA
２４日（火）終業式

した。その時、先輩への申し
訳なさと、悔しさで張り裂け
そうでした。それと同時に自
分がツバキプロジェクトに
いてもいいのかと考えてし
まいました。しかし、今やめ
る事は逃げることだと思い
ました。そして、先輩方の恩
返しとして今一番しなけれ
ばならないのはツバキプロ
ジェクトを続けていくこと
だと思いました。今回の大会
で他学校がどれほどプロジ
ェクトに日々努力を重ねて
いるかを知るとても良い機

教諭
藤田 美保子
４月に市来農芸高に赴任
して７か月が過ぎました。前
任の種子島高校にも生物生
産科がありましたので、だい
たいの農業高校のイメージ
を描いていましたが、本校な
らではの教育活動に時々驚
かされます。
赴任早々の印象的な風景
は畜産部でした。のどかな春
休みの一日、でこぼこの草地
を生徒達が延々と牛を駆り
立 てて運動 させてい ました 。
朝７時から畜産部の活動は
始まるとのこと。当然動物に
休みはありません。毎日朝早
くから世話しているからこ
そ、立派な賞が取れるのだと
改めて感心しました。学校に
水 田がある のも驚き でした 。
新米を食べさせてもらいま
したが、噛むほどに元気が出
てきました。八十八の手間が

～３日（火）期末考査
薬物乱用防止教室

全国農業アクション大賞 奨励賞受賞

※
※

販売時間：14:30 ～
24 日は休み。
１月は 14 日から開始予定です。

生物工学科２年
中川 桃子（
海星中出身）
「ツバキプロジェクト」これ
は平成 年度に始まり今年、
４年目になります。このプロ
ジェクトは「家畜にも人にも
優しい畜舎のありかたを考
えて」をテーマに始まりまし
た。そして、今回のプロジェ
クトの集大成として３年間
の思いをのせて全国農業ア
クション大賞の選考に向け
て発表しました。しかし、思
いを伝えきれず奨励賞とい
う結果で終わってしまいま

１２月の農芸市場は、3、10、17 日火曜日です。
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