
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

創立５周年を迎え，伝統が築かれつつあります。 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。

第 60 回統計グラフ全国コン
クールにおいて，本校２・３

年のパソコン同好会の生徒（3
年新町晃大：舞鶴中，2 年福
吉幸介：牧園中，2 年重信康
生：牧園中，2 年新地裕生：

菱刈中，2年山之上雅弘：重富中）が，
全国一の快挙を成し遂げました。「統

計学を活用した商品開発」について

プレゼンテーションソフトを使って

作成しました。鹿児島県の作品が特

選に選ばれたのは平成 11 年度以来，
13年ぶりです。

１０月２７日（土）に文化

祭が行われました。展示部門

では，つまようじアートやち

ぎり絵，方言クイズやアロマ

キャンドルといった思考を凝

らした内容が多くみられまし

た。スウェーデンからの留学

生も書道学習の成果を発表し

ていました。

ステージ部門では，歌やダ

ンス，劇に加えて迫力の書道

パフォーマンスや音楽部の素

晴らしい音色が響き渡り，ま

さに芸術の秋にふさわしいも

のとなりました。

また，食物バザーにおいて

は，豚飯，うどん，ケーキな

ど，どれも大繁盛していまし

た。風情溢れる中庭において，

伝統文化を学習している生徒

達たちがおもてなししたお茶

会も好評でした。多くの来賓，

保護者の皆さまにご来場いた

だき，深く感謝申し上げます。

１０月１９日（金）に創立５周年を迎え，記念講演会

を行いました。講師は，ＭＢＣ開発株式会社代表取締役

社長の陶山賢治さんです。『「目指す」から「開く」へ･･

･次代を生きる君たちへ』という演題で，様々なマスコ

ミ経験を通して生徒たちへ熱いメッセージを送っていた

だきました。「人は自分の大きさ以上の人生を歩むこと

はできない。そのため，人生にお

いて自分をいかに大きく，広く，

深くすることができるかが大切で

ある。something new（新しい何か）
を常に求めて，生きて欲しい」と

いうメッセージが印象的でした。
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霧島高校は第６期生を募集します。 霧島高校で 豊かな感性と確かな力を･･･

文 化 祭

TOPICS（トピックス）

平成２５年度 入学者選抜について（案内）
１ 募集定員 機械科４０名，総合学科１２０名
２ 推薦枠 機械科１２名以内，総合学科３６名以内
３ 第一次入学者選抜日程
（１）推薦入学者選抜及び帰国生徒等特別入学者選抜

平成２５年２月５日（火） 面接，作文等
（２）一般入学者選抜（学力検査）

平成２５年３月６日（水） 国語，理科，英語
平成２５年３月７日（木） 社会，数学，面接
合格者発表 平成２５年３月１４日（木）

THEつまようじアート！

書道パフォーマンス

ユーモアたっぷりのクラス劇

統計グラフコンクール日本一！

創 立 記 念 講 話

初めての卒業生講話がありまし

た。（１０月２７日）第１期生の宮

前真実子さん（鹿児島県立女子短期

大学），冨永佳奈恵さん（医療法人

碩済会）と第２期生の永吉弘樹さん

（京セラ株式会社）の３名が在校生

にエールを送りました。永吉さんは，後輩へのアドバイスと

して，①素直な心をもつこと②感謝の気持ちをもつこと③怒

られてもくじけない強い心をもつこと④数学に力を入れるこ

と⑤敬語を使ったコミュニケーション⑥責任をもつというこ

とをあげていました。身近な先輩の凜とした姿に在校生はメ

モを取りながらしっかりと耳を傾けていました。



今回は音楽部を紹介します。

１１月１６日（金）に鹿

児島県高等学校工業クラブ

連盟の第 21 回生徒発表大
会が行われました。県内の

各工業科設置高校および聾

学校における実習や課題研

究，工業系，クラブ活動の

学習成果の研究発表をとお

して，工業教育の充実発展を目的に毎年開催されるもの

です。本年度は機械科３年の棈松ゆうきくん（舞鶴中出

身）ら計 19 名の生徒がロボット競技や計算技術検定に
出場しました。本年度のロボット競技は桃太郎ロボット

を作成し，３分以内に鬼に見立てた空き缶を積み上げて

得点を競うという内容でした。本番では主に３年生が製

作したロボットを１年生が操作し，先輩から後輩へと技

術が引継がれ，健闘していました。

観光ビジネス系列の２年生は，観光学基礎・国内観光

資源の授業において，一学期は｢嘉例川駅｣のおもてなし

実習を行いました。二学期は｢霧島温泉郷｣にてホテル実

習を行っています。来年度は，観光ビジネス実践・国内

観光資源の授業を通し，観光商品開発を行う予定です。

☆主な進学先

島根県立大学 鹿児島国際大学 第一工業大学 南九州大学

崇城大学 鹿児島純心女子短大 鹿児島女子短大

第一幼児教育短大 香蘭女子短期大学 鹿児島動物専門学校

第一医療リハビリ専門学校 鹿児島医療技術専門学校

原田学園ハイテク専門学校 県立姶良高等技術専門校

鹿児島情報高等学校専攻科 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校

城西プロフェッショナルカレッジ タラ美容福祉専門学校

南九州医療秘書福祉専門学校 鹿児島県理容美容専門学校

鹿児島県美容専門学校 原田学園ビューティ専門学校

鹿児島情報ビジネス専門学校 札幌医療秘書福祉専門学校

福岡医療秘書福祉専門学校 福岡調理師専門学校

宮崎福祉医療カレッジ 宮崎ペットワールド専門学校

☆主な就職先

いわさきホテルズオペレーション(株) (株)ＹＰＫ

(株)タテノ九州工場 (株)サンロード (株)九州イタックス

新日本製鐵(株)君津製鐵所 ＪＦＥスチール(株)

西日本製鉄所倉敷地区 トヨタ車体(株) 中央可鍛工業(株)

日野自動車(株) (株)トッパンテクノ (株)メガテック

船橋ファクトリーサービス(株) (有)ホープインダストリー

元三フード(株) 九州アストモスガス(株) 社会福祉法人桃蹊会

ユヤシスリゾート(株) 宗教法人 霧島神宮 (有)森三

(株)霧島ソーイング 霧島観光(有) 旅行人山荘

鹿児島綜合警備保障(株) 霧島杉安病院 丸紅畜産(株)

(有)トラストテック (株)神戸製鋼所加古川製鉄所

トヨタ自動車(株) (株)串八 (株)綱八 山崎製パン(株)

(株)東芸エンタテイメンツ 社会福祉法人 長寿会

飯島製本(株) 医療法人 錦秀会 等

☆公務員

陸上自衛隊 海上自衛隊

10 月 13 日鉄道の日に，九州
各地の観光地が鹿児島中央駅前

アミュ広場で観光アピールをし

ました。総合学科２年３組の生

徒たちが霧島茶やパンフレット

を配り，霧島の魅力をアピール

しました。

第 124 回珠算・電卓検定に３０名，第 74 回簿記実務
検定に１９名，第 46回ワープロ実務検定に４０名，第 41
回文書デザイン検定に１９名，第 47 回情報処理検定に
２８名と，多くの生徒が合格しました。

【 情報処理検定，珠算・電卓検定，簿記実務検定１級に合格し

た総合学科３年２組 伊藤有希さん（舞鶴中出身） 】

霧島高校は第６期生を募集します。 自分で創る自分の未来!

【部日誌から】

霧島の森コンサートの話

し合いをしました。役割分

担をし，曲決めや演出など

についてそれぞれの係で話

し合いました。練習時間が

短くなるので，朝練や昼練などで時間を確保し，よい演奏

会ができるように頑張ります。

【顧問の先生より】

部員１５名で活動しています。学校行事はもちろん，県

や地域の音楽祭でも演奏を行っています。現在は，１２月

９日（日）にある「霧島の森コンサート」に向けて日々練

習に励んでいます。コンサートでは音楽コースのトーンチ

ャイム演奏や合唱団の賛助出演もあります。さらに，美術

部・書道部が作品展示を行います。ぜひお越しください。

部活動日誌ＰICK-UP （美術部） 進路の現状（H24.11.30現在）

高校生工業クラブ連盟生徒発表大会

特色ある授業の紹介（観光学基礎）

アミュ広場にて観光アピール

今回，花むらさきでのホテ

ル実習では室内清掃やベッド

メイキングを行いました。ま

た，料理の盛り付けの勉強も

させていただき，自分の料理

が完成した時には感動しまし

た。旅行人山荘では，お見送りの際，女性のお客様に

バラのプレゼントをしていたことにおもてなしの心を

感じました。ホテル実習を体験し，自分の進路を決め

る上でいい経験になりました。

【 総合学科２年２組永吉亜紀さん （牧園中出身）】

資格検定合格者続出！

夏休みから毎日，補習を頑張りま

した。バレーボール部の練習との両

立や，専門用語を覚えるのが大変で

したが，合格したときは努力が報われ

て本当に嬉しかったです。将来は医

療秘書になるという夢があるので，１月にある簿記実務検

定で１級を取得するため，さらに頑張ります。


