
磨こう個性 拓こう未来を！

霧島高校ホームページにもアクセスして下さい

平成20年４月，鹿児島県立霧島高等学校が開校しました。 霧 島 高 校 検 索

霧島高校について詳しく知っていただくため，「霧島高校だより」をお届けします。

平成 20 年４月８日(火)

霧島高校開校式を挙行し

ました。ワーグナーの「ニ

ュルンベルクのマイスタ

ージンガー」の曲ととも

に霧島高校第一期生 159
名が入場し，霧島九面太

鼓保存会による祝いの演奏

が行われました。開校式では鹿児島県教育委員会より

原田耕藏教育長が「新入生の凛とした姿に，未知に挑

み新たな歴史を切り開こうとする大いなる気概を感じ

ます。新しく生まれた霧島高等学校の一期生としての

誇りと責任を持って，高校生活の第一歩を堂々と歩み

出してほしい。」と式辞を述べました。

開校式に引き続き，第１回入学式が挙行されました。

松薗眞一初代校長

は，「霧島高校の特

色となる伝統的な校

風は，皆さん自身が

新しく創っていくの

です。霧島高校で共

に汗を流し，喜び，

泣き，多くの感動を

体験し，生涯の友に

巡り会い，将来に影響を与えてくれるすばらしい先生との

出会いを築いてください。そして『自らを律し，他人を敬

い，賢明で人間性豊かな人』となるよう努力し，全員が力

を合わせて，さらなる進路に向かって，精進してほしい。

この晴れやかな開校式・入学式がその『決意の日』となる

ことを強く望みます」と第一期生に対し式辞を述べました。

第 1 回入学式で校歌を作詞・作曲された辛島美登里さ

んに校歌披露と

校歌指導をして

いただきました。

「さぁ，一緒に

歌いましょう。」

辛島美登里さ

んの澄み切った

元気あふれる声

に促され，生徒

のみならず来賓，保護者，

職員そして地域の方々全員の歌声が，会場に響き渡りま

した。

霧島高校第一期生

を代表して菊谷裕輝

君（機械科），仮屋園

彩耶香さん（総合学

科）が花束を贈呈し，

万雷の拍手のなか終

了しました。

最後に辛島さんは，

「これからいろんなことを経験し，いろんなことを学ぶ

第一期生とこの瞬間をともにできてとても幸せです。ど

うかこの霧島高校で自律した人間に成長してください。

みやまコンセールで校歌を一緒に歌える日を楽しみにし

ています。」とメッセージを伝えました。
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霧島高校開校式

第1回入学式

霧島高校は第２期生を募集します。 霧島高校で 豊かな感性と確かな力を･･･

霧島高校校歌堂々の新入生入場

和奏・郷花による祝いの演奏 式辞を述べられる原田教育長

タイトル 霧島の空～Walking To The Future～

作詞・作曲・編曲 辛島美登里

１番は男子生徒，２番は女子生徒，３番は先生方や広く地域

の方達のために作詞されている。広く皆に親しまれ，誰もが口ず

さむことができる優しい曲として作られた。

新入生代表宣誓
私たち１５９名は，鹿児島県立霧島高等学校，第一期生として，
入学を許可されました。栗野工業高校，牧園高校の良き伝統を
引き継ぎ，その上に新たなる伝統を築き，新しい時代に対応できる
個性と創造性豊かな活力ある人間を目指して参ります。
入学を許可されました以上は，「自律，敬愛，明哲」の校訓と

「磨こう個性，ひらこう未来を」のモットーのもと，霧島高校生としての
本文を守り，学業に専念し，心身を鍛え，何事にも全力を尽くすこと
を誓います。 代表 宮前真実子（総合学科）

辛島美登里さんによる校歌披露

感謝を込めて花束贈呈



NHK鹿児島（H20.4.9）
「霧島高校の校歌を，誇りをもって歌いたい」 総合学科 前原千夏さん

「第一期生なので，学校を自分たちで作っていくことができ，とても楽し
みです」 総合学科 宮前真実子さん

南日本新聞（H20.4.9）
「『それがほんとのともだち』という歌詞が好き。友情を大切に三年間過ご

したい」 総合学科 児玉美香さん

毎日新聞（H20.4.9）
「辛島さんと同じ名前で縁を感じる。一生の思い出になりました。夢をみ

つけ，がんばりたい」 総合学科 内山 緑さん

西日本新聞（H20.4.9）
校歌の感想 「元気が出る歌詞が気に入りました」総合学科 犬伏麻衣さん

ＭＢＣラジオ生放送（H20.4.8）
霧島高校を選んだ理由は？ 「第一期生で霧島高校に入学し，頑張りたいと

考えたからです」どんな高校生活を送りたいですか？ 「たくさん友達を作って
部活動や勉強を一生懸命頑張りたいです。」 総合学科 隈元亜衣さん

高校生活どんな目標がありますか？ 「まず友達をたくさん作って楽しい高校
生活を送りたいと思っています。」 総合学科 鎌田光里さん

どんな高校生活を送りたいですか？「充実した高校生活を送りたいです。部
活も頑張りたい。」 総合学科 早川雄樹君

どんな高校生活を送りたいですか？「充実した学校生活を送りたい。特に学
業に頑張りたいです」 総合学科 吉田優作君

ＭＢＣニュース（H20.3.14）
「山登りが好きなので山岳部に入りたいです。」 機械科 小原和己君

「第一期生として霧島高校に合格してとてもうれしいです。」
総合学科 緒方由貴奈さん

同じ敷地の中に霧島高校と牧園高校が存在する学校で

す。これから学校行事や部活など，両校がお互いに協力

していかなければ

ならない場面が数

多く予想されます。

４月９日（水）

牧園高校２・３年

生 117 名と霧島高

校第一期生 159 名

による対面式を行

いました。

少し緊張した様子の

霧島高校生でしたが，牧園高校２・３年生の暖かい拍手

は，大きな励みとなり安心感を与えてくれました。

霧島高校には，現在２２名の教職員が配置されていま

す。全ての教職員と第一期生１５９名が一丸となって，

歴史の１歩を歩み始めました。まずは，学校生活を不安

なく過ごすために最低限必要な決まり事の確認から始ま

り，学級役員活動，週番

活動，清掃活動，学習活

動等，この数週間で多く

のことを決め学校生活が

スタートしました。

特に全生徒に理解が必

要な共通の事柄(校則，

進路，部活動など)は，

新入生オリエンテーショ

ン(4/11~4/16)）で実施。また，身体測定，検尿，内科検

診，心臓検診など健康に係わる各種検診や基礎力診断テ

ストの実施。家庭訪問等々。

４月は行事がとても多

く，生徒の皆さんは時間

に追われる日々ではなか

ったでしょうか。

４月１８日第１回目の

全校朝礼を実施。校長講

話では「相手を好きにな

ることが，まずは第一歩。

そこから学べることは無限である。」と生徒へ学ぶ姿勢

について述べました。

第一期生は，合格発表，開校式・第１回入学式と多く

の報道関係者から取材を受け，入学に対する抱負を述べ

ていました。ここでは，その一部を紹介します。

第一期生の高校生活が始まりました

対面式

霧島高校は第２期生を募集します。 霧島高校で未来に向かって輝くそれぞれの個性！

霧島高校生インタビュー

この自然にあふれる霧島高校

・牧園高校をみてどう感じまし

たか。周りにある，桜の木をみ

ながら気分良く，向学坂をのぼ

れたと思います。一年生の皆さ

んは，霧島高校の第１期生です。

まだ，霧島高校はどのような学

校かは全くわかりません。あな

たたち一年生がこの霧島高校の

伝統や文化を作る存在になると

思います。これから３年間，長

いようで短い時間を充実させ，

自分の目標を達成できるように

頑張ってください。

牧園高校生徒会

会長 重田省吾

私たちは，高校に入学した新

鮮な喜びと高校生活の期待で胸

が一杯です。また同時に勉強の

こと，友達のこと，部活動のこ

と，中学校とは違う高校生活に

不安も感じています。先輩方の

ご指導やご助言が何よりの頼り

であり励ましです。私たちを時

には暖かく，時には厳しく見守

り霧島高校生としての自覚や誇

りがもてますよう導いていただ

きたいと思います。私たち159名

の新入生どうかよろしくお願い

します。

霧島高校新入生代表

機械科 高橋宏輔

新入生オリエンテーションの様子

全校朝礼の様子

霧島高校生徒代表あいさつ

鹿児島県立霧島高等学校校歌
「霧島の空～ Walking To The Future ～」

作詞・作曲 辛島美登里

広い世界で 人が出逢って 創り出すもの それが命
雪解け春の 湧き水のように ぼくは生まれたそんな気がする
何かをつかみたい 一歩ずつでいいから
Everday Everday Everday (I'm) Walking To The Future
Wo ～ Wo ～ 風が吹いて
Wo ～ Wo ～ 森が揺れて
ぼくは深呼吸して 見上げるのさ 霧島の空を

頑張りたくて 頑張れなくて 心がパンクしそうな日は
涙を見せて 一緒に泣くよ それがほんとのともだちだよ
誰にも似ていない そんなキミが大好き
Everday Everday Everday (I'm) Walking To The Future
Wo ～ Wo ～ 花が咲いて
Wo ～ Wo ～ 実を結んで
人が笑いながら 集まる木に 私はなりたい

夕暮れ光る一番星や 最後に上る小さな星
手と手をつなぎ星座になれば 楽しい夢を描けるのさ
争うことはない 幸せになるために
Everday Everday Everday (I'm) Walking To The Future
Wo ～ Wo ～ 時が過ぎて
Wo ～ Wo ～ 別れがきて
大きな 大きな愛 感じるから 今，「ありがとう」
La La La～・・・
霧島の空に・・・


