
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６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。

一年間の学習の成果

をプレゼンテーション

する総合学科発表会が

１月１１日に行われま

した。１年生が「私の

ライフプラン」２年生

が「総合的な学習の取

組について」３年生が

「総合学科での学習」と

いうテーマでそれぞれの発表を行いました。１年生の

德田貞男くんは「中学校教師になりたい」という目標

が定まり，２年次に社会教養系列へ進むことを決めま

した。２年生の勝元琳さんと永吉亜紀さんは，観光ビ

ジネス系列と情報会計系列で連携して行った「ホッと

一息霧島茶パン」の商品開発やおもてなし実習，また，

それらの活動をまとめて統計グラフコンクールで全国

一の特選に選ばれたことなどを，写真を交えた分かり

やすい形式で発表しました。生活科学系列３年の山下

あゆみさんと鎌田絢美さんは，課題研究の被服で製作

した手作りのウェディングドレスを身にまとい，会場

からは感嘆のため息が漏れていました。

昨年度に引き続き，霧島市道

義高揚・豊かな心推進大会に

おいて，「いきいき善行表彰」

を受賞しました。本年度はお

もてなしボランティアが対象

となりました。２・３年生を

中心に観光客の方々への霧島茶のふるまい，茶パンの

企画・販売を行い，霧島市の観光アピールに貢献した

こと等が評価されました。今後も様々な工夫をこらし

ながら継続的に活動していきたいと考えています。

霧島高校，財部高校，国分中央高校の３校で「環霧

島高校生会議」を発足し，霧島神宮駅で弁当と新茶を

もてなしました。出発時には全員で「素敵なご旅行に

なりますように」と書かれた横断幕を広げ，手を振り

ました。これまでそれぞれの高校で独立して行ってい

たものを３校が協力して地域を盛り上げていこうと始

まったものです。今後は宮崎県の学校にも声をかけ，

おもてなしの輪を広げる計画です。年に４回ほどを予

定しています。昨年度，情報処理同好会に所属し，統

計グラフコンクールでおもてなしの様子をデータにま

とめて発表し，全国一の成績を収めた総合学科３年３

組の山之上雅弘くんは，「データにまとめるよりも実

際のおもてなしのほう

がはるかに大変だと実

感しました。お茶出し

は休む間もありません

でしたが，なるべく笑

顔を心がけました。」

と貴重な体験の感想を

述べていました。

４月２６日に一日遠足があり

ました。１・２年生はえびの高原

池巡りコースで大自然の中，おい

しい空気を吸いながらクラスの和

を深めました。３年生は知覧特攻

平和会館にて平和学習を行いまし

た。自分たちと同年齢，あるいはもっと若い青年たちが特攻

隊として飛び立っていった現実を目の当たりにし，改めて平

和の尊さを学んだ一日となりました。
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霧島高校は第７期生を募集します。 霧島高校で 豊かな感性と確かな力を･･･

総 合 学 科 発 表 会

霧島市いきいき善行表彰

手作りのウェディングドレス

一 日 遠 足

【南日本新聞「若い目」に掲載された総合学科３年岡留大聖

くんの作文】先日，遠足で知覧特攻平和会館を訪れた。今ま

で自分が頭で考えていたよりも，より一層悲惨で過酷な現実

を知ることとなった。（中略）戦争とは未来ある人々の命を

理不尽に奪う行為である。今，生きている私たちはその愚行

を決してくりかえしてはならない。（中略）その思いを後世

へとしっかり伝えていきたい。

環 霧 島 周 遊 列 車 お も て な し



今回は馬術部を紹介します。

６月８日（土）に第１２回高校

生ものづくりコンテスト鹿児島県

大会が行われました。旋盤部門に

機械科３年の井上広紀くん（薩摩

中出身）が出場しました。制限時

間 120 分で図面のような部品を作
り，その精度を競うというもので，

0.01mm の差で勝敗が分けられる

厳しい世界です。指導者の前田先

生と，毎日何時間も集中して取り

組んだ成果を十分発揮し，入賞に

は至らなかったですがよい経験と

達成感を得ることができました。

３月１日（金）に第３回卒業式が行われ，卒業生 105
名が学舎を巣立って行きました。

☆主な進学先

鹿児島大学（法文学部）島根県立大学（総合政策学部）

鹿児島国際大学（経済学部）第一工業大学（工学部）

鹿児島純心女子短期大学（生活学科）第一幼児教育短期大学

（幼児教育学科）鹿児島女子短期大学（教養学科・生活科学

科）香蘭女子短期大学（保育学科）崇城大学（芸術学部）南

九州大学（人間発達学部）鹿児島医療技術専門学校 鹿児島第

一医療リハビリ専門学校 南九州医療秘書福祉専門学校 福岡

医療秘書福祉専門学校 札幌医療秘書福祉専門学校 県立姶良

高等技術専門学校 原田学園ハイテク専門学校 原田学園鹿児

島情報高等学校（自動車専攻科）原田学園ビューティ専門学

校 タラ美容福祉専門学校 鹿児島県美容専門学校 鹿児島県理

容美容専門学校 鹿児島動物専門学校 城西プロフェッショナ

ルカレッジ 鹿児島レディスカレッジ 宮崎ペットワールド専

門学校 鹿児島情報ビジネス専門学校 ＫＣＳ鹿児島情報専門

学校 福岡調理師専門学校 福岡リゾート＆スポーツ専門学校

iBS外語学院 吉本総合芸術学院

☆主な就職先

新日本製鐵㈱君津製鉄所 ㈱東芸エンタテイメンツ 日野自

動車㈱ ㈱トッパンテクノ ㈱綱八 船橋ファクトリーサー

ビス㈱ ㈲ホープインダストリー ㈱メガテック 山崎製パ

ン㈱トヨタ自動車㈱ トヨタ車体㈱ 中央 ㈱神戸製鋼所加古

川製鉄所 ＪＦＥｽﾁｰﾙ㈱西日本製鉄所 元三フード㈱ ㈱串八

医療法人錦秀会 可鍛工業㈱ 飯島製本㈱ ㈳長寿会いわさき

ホテルズオペレーション㈱ 山崎工業㈲ ㈱タテノ九州工場

㈱YPK ㈱サンロード ㈲森三 ㈳桃蹊会霧島青葉園 ㈱霧島

ソーイング 旅行人山荘 ㈱ワールドインテック ㈱全日警

九州アストモスガス㈱ ユヤシスリゾート㈱ 鹿児島綜合警

備保障㈱ ㈳桃蹊会老人保健施設サンライトホーム 宗教法

人霧島神宮 医療法人財団浩誠会霧島杉安病院 ㈲トラスト

テック 丸紅畜産㈱

☆公務員 自衛隊（自衛官候補生）

本校は昨年度から防災教育モデル実

践校に認定されました。学校防災アド

バイザー派遣による講義や研究授業等

で生徒の防災意識を高める教育を実践

しています。１２月６日は霧島消防署

の指導の下，はしご車による救助活動

と，消火栓を利用した消火活動が行わ

れました。はしご車に乗った生徒は緊

張している様子でしたが，いざという

時に冷静な判断が大切だということを

改めて実感したようでした。

霧島高校は第７期生を募集します。 自分で創る自分の未来!

九州馬術大会優勝！

【機械科３年富園真伍くん（宮之城中出身）】

中学３年生から乗馬を

はじめて４年がたちまし

た。普段は，馬小屋の掃

除や馬の世話をしながら，

乗馬の練習をしています。

馬とふれあうのは楽しく

て，毎日がとても充実し

ています。将来は，厩務員（レースに出走する馬の健

康管理や調教など）になるという夢があるので，これ

からも頑張っていきたいと思います。

【顧問の先生より】

霧島高原乗馬クラブの春田コーチのご指導の下，日

々練習に励んでいます。さまざまな試合にも積極的に

参加し，優秀な成績を収めることができています。新

入生も加わり，ますます頑張ってくれることを期待し

ています。全国的には，高校から馬術をはじめて，各

種大会で活躍している人がたくさんいます。馬に興味

のある生徒はぜひ霧島高校へ来てください。

部活動日誌ＰICK-UP （馬術部） 第 ３ 期 生 の 進 路 実 績

も の づ く り 県 大 会

避 難 訓 練

恐怖で足が竦みます

本年度，霧島高校は霧島市の交
通安全モデル校に認定されまし
た。認定式の日は，横川警察署に
よる白バイを使った交通安全教室
が行われました。生徒会役員の久
津輪瑞樹くんが交通安全宣言を読
み上げ，全校生徒で復唱し，交通
ルールを守ることを誓いました。

交通安全モデル校に認定

第 ３ 回 卒 業 式

卒業生代表の言葉 向井田 登夢

霧島高校の第二期生として希望に胸をふくらませ,向
学坂を上ってはや三年。私たちは心も体も一回り大き
く成長しました。これもひとえに、忍耐強く私たちを
ご指導してくださった諸先生方のおかげと,心から感謝
しております。(中略)部活動や生徒会を後輩に引き継
いでからは,自分たちの夢を実現する進路に向けて,勉
強に集中しました。就職活動に取り組む友人もいて,就
職難の時代を乗り越えるために,毎日問題集を解く姿や
補習で朝から日が沈むまで勉強する姿が多くみられま
した。夏休みには、学校中から面接練習の大きな声が
聞こえてきました。その甲斐あって多くの生徒が進路
実現をすることができ，大きな自信につながりました。
(中略)心から『霧島高校でよかった。ここで三年間を
過ごすことができてよかった。』と思います。


