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未来を拓く！
いちき串木野の高校特集
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　いちき串木野市には３つの高校があり、そこに通う生徒達は夢を追って一生
懸命学んでいます。３つの高校には、それぞれ独自のカラーがあり、学べること、
楽しめることが各学校によって違います。
　また、地元の高校に通うことで、通学の時間が少なくなり、勉強だけでなく、
自分のやりたいことや好きなことに時間を費やしたり、目標に向けた準備の時
間に使えたりと自由な発想で貴重な高校生活を楽しめることでしょう。
　中学生のみなさん、自分の夢を追い、個性を伸ばせるいちき串木野市の高校
で高校生活を満喫してみませんか。

　ほかにも、奨学金制度やスポーツで鹿児島県代表として九州大会以上に出場する際の補助制度などがあります。
詳しくは、市のホームページをご覧になるか、教育委員会事務局までお問い合わせください。
○問合せ　教育委員会総務課　☎21-5126

　ふるさと寄付金「教育応援分」とは、市外の寄附者の方が応援したい市内の高校等を指定してふるさと
納税すると、学校で行う事業に活用される仕組みです。
　ぜひ市外在住の方にお声かけください。詳しくはお問い合わせください。
※串木野高校・市来農芸高校では、各種補助金の財源として活用します。
※神村学園高等部では、施設の整備や教育活動支援などに、串木野養護学校では、図書の購入や物品購入
　などに活用します。
○問合せ　食のまち推進課 ☎33-5621　　政策課 ☎33-5634

　このほか、模擬試験受験料補助、英検・漢検
受験料補助などの補助制度があります。

寮生活支援補助
　ア）１年生（特別入寮者を除く）

年額 55,000 円　
　イ）２、３年生及び１年生の特別入寮者

年額 110,000 円　

地域支援活動に対する補助
生徒一人あたり 5,000 円　

き串木野市には３つの高校があり そこに通う生徒達は夢を追って一生

未来を拓く！
いちき串木野の高校

いちき串木野の「教育」と「産業」を応援したい！
～ふるさと寄付金「教育応援分」～

市では市内の高校に通う生徒に独自の支援を行っています。

串木野高校

国公立大学
入学金全額補助
（短大含む）

高校入学
準備金補助
（５万円）

寮生活
支援補助

地域支援
活動補助

大学受験料
補助

（国公立大１回）

市来農芸高校
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変化の激しい未来を生きる君たちへ。
　社会人基礎力といわれている「前に踏み出す力」
「考え抜く力」「チームで働く力」はどうしたら身に
つくのでしょうか。さらには、グローバル化と機械
化が進むであろう未来を生きていくために必要な力
とは何かを考えたとき、どのような環境に身を置く
べきでしょうか。串木野高校には、あなたの力を引
き出せる環境があります。少人数だからこそ、一人
ひとりが責任を持って取り組む学校行事で社会人基
礎力を伸ばし、きめ細やかな指導で学習能力を伸ば
す事ができます。どこで学ぶかより、何を学ぶか。
地元の学校でのびのびとあなたの力を伸ばし、仲間
と一緒に成長しませんか。

バドミントン部、野球部、バス
ケットボール部、ソフトテニス
部、陸上部、吹奏楽部、美術部、
書道部、放送部が活動していま
す。また、バレーボール、卓球、
剣道、軽音楽は同好会として活
動しています。

合い言葉は「チーム串高」。一人一人が輝く学校。

〒896-0024 いちき串木野市美住町 65番地　☎32-2064
 HP　 http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/kushikino/

鹿児島
県　立串木野高等学校

私の学校は
こんなところです！！

中学生のみなさんへ中学生のみなさんへ 部活動

２年　中村　美月
　私は現在、串木野高
校で生徒会長を務めて
います。また、美術部
とバドミントン部を掛
け持ちしながら内部特
進コースに所属し、勉

強と部活動の両立に励んでいます。毎日
忙しいですが、とても充実した日々を過
ごしています。
　串木野高校は小規模校ということもあ
り、生徒同士はもちろん、先生方との距
離も近いです。積極的に質問や相談に行
くと、勉強や進路のこと、生活面問わず
先生方は必ず力になってくださいます。
卒業後は、就職する生徒も一定数いる一
方で、大学等へ進学する生徒には内部特
進コースが用意されており、それぞれに
合ったレベルの勉強をすることができま
す。さらに、体育祭、文化祭、クラスマッ
チ、歩こう会などの行事があり、生徒一
人ひとりが主役になって大活躍できる機
会がとても多いです。
　串木野高校だからこそできることがた
くさんあります。中学生の皆さん、串木
野高校に入学して、楽しい高校生活を
送ってみませんか。

学校データ
・学科　　　普通科
・生徒数　　114名
・学校長名　石塚　一哉
・学校方針　積極、好学、邁進の校訓のもと、良識あ

る市民、社会に貢献できる市民の育成を
図る。

・進路（過去５年分主なもの）
　【進学】
鹿児島大学、東京学芸大学、山口県立大学、尾道市立
大学、名桜大学、東京工芸大学、鹿児島国際大学、志
學館大学、鹿児島純心女子大学、第一工業大学、九州
保健福祉大学、筑紫女学園大学、日本経済大学、四国
大学、日本大学、鹿児島県立短期大学、鹿児島女子短
期大学、鹿児島純心女子短期大学、九州龍谷短期大学
鹿児島県立農業大学校、姶良高等技術専門学校、川内
職業能力開発短期大学校、川内看護専門学校、鹿児島
医療技術専門学校、鹿児島医療福祉専門学校、神村学
園専修学校、鹿児島歯科学院専門学校
　【就職】
自衛隊、いちき串木野市役所、警視庁、日本郵便
株式会社九州支社、串木野市漁業協同組合、城山
観光株式会社、鹿児島サンロイヤルホテル、株式
会社アパホテル、株式会社エーコープ鹿児島、株
式会社ニシムタ、株式会社コメリ、濵田酒造株式
会社、さつま日置農業協同組合、京セラ株式会社
鹿児島国分工場、西日本ベストパッカー株式会社、
株式会社ジョイフル、株式会社コスモス、医療法
人社団白寿会、医療法人敬天会、医療法人誠心会、
社会福祉法人慈昂会

・メール　kushikino-sh@edu.pref.kagoshima.jp

授業風景

少人数の指導

探究「串木野学」
金山蔵について

全校生徒が参加する
ビブリオバトル大会

数学ＩＣＴ

書道パフォーマンス
冠嶽山市物産展にて

第68回県高校家庭クラブ
研究発表大会で

最優秀賞ほか3賞を受賞

3年ぶりに県大会
単独出場した野球部

学校ホームページ
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　来年度、市来農芸高校は農業科、畜産科、環境園芸科という新し
い３つの学科を新設します。６次産業化に適応し、自らビジネスを
切り開く人材の育成。３つの「黒」のブランディングで、将来の畜
産物生産に貢献できる人材の育成。都市近郊型の園芸に関する技術
を習得し、地域社会の発展を担う職業人の育成を目指します。また、
寮体制も変わり、環境園芸科は自宅からの通学も可能です。
　本校の約４割の生徒が進学し、６割の生徒が就職しています。毎年、
数多くの企業から求人票が来ています。生徒全員が寮生活や実習、
学校行事等を通して逞しく成長し、各分野で活躍しています。皆さ
んも、市来農芸高校で新たな自分の可能性に挑戦してみませんか。

至誠・自律・敬愛　21世紀は農業の時代　時代を切り開け

〒896-0024 いちき串木野市湊町 160番地　☎36-2341
HP　 http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/ichiki/

鹿児島
県　立市来農芸高等学校

私の学校は
こんなところです！！

中学生のみなさんへ中学生のみなさんへ

３年 川北 実鈴
　私が通う市来農芸高校は、各学科それぞれの
専門的な学びを深めることの出来る魅力ある学
校です。本校の最大の特徴は寮生活です。私は
長期寮生として３年間寮で生活していますが、
仲間と共に過ごした１年はとても思い出に残っ
ています。卒業後は農業だけでなく、食品や医

療、福祉など様々な分野へ進むことができ、日々の実習などで培っ
た経験を活かすことも出来ます。また、体育祭、文化祭などはも
ちろん、生産物即売会や畜魂祭、感謝祭など、農業高校でしか体
験できない行事も盛んです。皆さんも市来農芸高校で一緒に学び、
農業の魅力を知ってみませんか。

学校データ
・学科（令和３年度開設）　
　農業科………生産から販売の6次産業化を学ぶ
　畜産科………鹿児島の黒ブランドを学ぶ
　環境園芸科…環境と園芸について学ぶ
・生徒数　165名
・学校長　倉岡　八郎
・学校方針　グローバル化の進展や生徒の実態をふま

え、農業教育を通じて、地域社会や時代
の要請に応えうる個性的で創造性豊かな
人材を育成する。

・進路（過去５年分主なもの）
【進学】　鹿児島大、酪農学園大、東海大、南九州
大、鹿児島国際大、鹿児島女子短大、鹿児島医療技
術専門学校、鹿児島情報専門学校、鹿児島県立農業
大学校など
【就職】　
㈱新日本科学、ＪＡさつま日置農協、岩崎産業㈱、
濵田酒造㈱、㈱イケダパン、㈱ジャパンファーム、
鹿児島サンロイヤルホテル、高梨乳業㈱など
・メール　 ichiki-sh@edu.pref.kagoshima.jp

種豚とのふれあい

生産物即売会

学校ブログ

第３回和牛甲子園にて（畜産部）
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充実した環境で仲間と夢の実現を！

いちき串木野市別府 4460番地　☎32-3232
HP　 http:/www.kamimura.ac.jp　 　

学校
法人 神村学園高等部

学校データ
・学科　
　文理科（特別進学コース・文理コース）
　普通科（英語国際コース・特別能力コース）
　調理科（調理コース・パティシエコース）
　保育科　看護学科　看護学科専門課程　
・生徒数　1,312名
・学校長　山田　浩一
・学校方針　≪建学の精神≫実学による人間性豊かな

人柄教育を行う
・進路（過去の主なもの）
【進学】　
東京大、東京工業大、東京外語大、筑波大、横浜国
立大、大阪大、広島大、九州大、福岡教育大、長崎
大学、熊本大、鹿児島大、早稲田大、慶應大、同志
社大、立命館大、京都外大、久留米大、ブリティッ
シュ・コロンビア大、鹿児島国際大、鹿児島県立短
大、鹿児島純心短大、鹿児島女子短大など
【就職】　
鹿児島県警、警視庁、福岡市消防局、自衛隊、東京
プリンスホテル、三井住友海上、シオノギ製薬、城
山ホテル鹿児島、鹿児島サンロイヤルホテル、マ
ナーハウス島津重富荘、モンシェリー松下など
[プロ]　広島東洋カープ、福岡ソフトバンクホーク
ス、清水エスパルス、愛知ディオーネ、京都フロー
ラ、埼玉アストライア、INAC神戸
・メール　angel@kamimura.ac.jp

　私たちの学園は、『人柄教育』、『個性教育』で高い専門性と国際感覚を備えた人材
を育て、思いやりと優しさにあふれた謙虚な人柄を育成し、多くの感動を求め、感
性豊かな人柄を育てます。学科は、難関国公立大学、私立大学を目指す文理科、英
語に特化した英語国際コース、部活動に特化した特別能力コースのある普通科、調
理師およびパティシエを目指す調理科、看護師を目指す看護学科、保育教諭を目指
す保育科とすべての生徒が自分の夢に向かって頑張っています。

中学生のみなさんへ中学生のみなさんへ

私の学校は
こんなところです！！
1 年 和田 万里菜（串木野中出身）

　神村学園には、一人ひとりの夢や目標を達成
させるための学科・コースがあります。私は、
大学進学という目標に向かって文理科に在籍
し、同じ目標を持つ仲間と共に勉学に励んでい
ます。また、熱意をもった先生方が多く、分か
らない問題が『分かる』に変わるまで教えてく

ださいます。今年は新型コロナウイルスの影響で休校期間があり
ましたが、１人１台配布されるタブレットを使って『オンライン
授業』を行いました。オンライン授業は先生の説明を聞くだけで
なく、発表をしたり配信された課題を先生に提出したりするなど、
普段の学校生活と同じくらい充実していました。また、タブレッ
トはオンライン授業だけでなく、スタディサプリの動画で復習や
予習もでき、自分の興味のあるテーマを掲げて行う、探究活動の
サポートにも大変役立っています。
　制服も自分の好みに合わせて選ぶことができる神村学園で、自
分の個性を輝かせながらステキな３年間を送りませんか。

学校案内電子版 学校ホームページ
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健康増進課
☎33-5613

　高齢になると、複数の病気を持つ人が増えてきます。病気の数が増え、受診する医
療機関が複数になることも、薬が増える原因となります。
　75 歳以上の高齢者の 4 割は 5 種類以上の薬を使っています。高齢者では、使って
いる薬が６種類以上になると、副作用を起こす人が増えるというデータもあります。

　多くの薬を服用しているために、副作用を起こしたり、きちんと薬が飲めなくなっ
たりしている状態をいいます。単に服用する薬の数が多いことではありません。

● 肝臓や腎臓の働きが弱くなり、薬を分解したり、体の外に排泄したりするのに時間がかかる。
● 薬の数が増えると、薬同士が相互に影響し合い、効きすぎたり、効かなかったり、副作用が
　 出やすくなることがある。

お薬いくつ
飲んでいますか？

「ポリファーマシー」って聞いたことがありますか？

高齢者で副作用が起こりやすい理由

　気になる症状があっても、勝手に薬を止めたり、減らしたりするのはよくありません。薬が
多いからと言って必ず減らすべきということではありません。薬によっては、急にやめると症
状が悪化したり、思わぬ副作用が出ることがあります。
　病気ごとに異なる医療機関にかかっている場合は、薬が重複したり増えすぎないよう、使っ
ている薬を（サプリメントなど市販薬も含めて）正確に伝えましょう。
　かかりつけの医師や薬剤師を持ち、自分の病気と薬を全て把握してもらうと安心です。

● かかりつけ医師や薬剤師をもつ
● 自己判断で薬の使用を中断しない
● 使っている薬は必ず伝える
● お薬手帳は1冊にまとめる

かかりつけ医師や薬剤師に相談

● ふらつき・転倒、物忘れ
● うつ、せん妄（頭が混乱して興奮したり、ボーっとしたりする
　 症状）、食欲低下、下痢、排尿障害など

高齢者に多い薬の副作用・症状
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 ○企業の概要
　昭和 23 年 10 月に創業、蒲鉾、ちくわを製
造する魚肉練製品製造業で 72 年になります。
島平地区で 50 年弱お世話になり、平成７年に
工場、本社機能を移転、県内のお客様のお力
を戴き、全国的に販売できる企業となりまし
た。若い社員が頑張って美味しいさつま揚げ
作りに毎日精進しています。見学コースの有
る本社は売店もあり、出来立てのさつま揚げ
を提供しています。社員一同ご来店をお待ち
しております。

○従業員数　64名
○経営理念　日高水産加工有限会社の全社員が豊かな

生活と、家族、企業パートナーとの絆が
強く、50年後生き延びる企業として同業
者が認め、地域の認知度が高い企業。企
業として地域貢献を目指し、誇り高い社
員の教育を目指す

○所 在 地　いちき串木野市西薩町17番地14

 ○若手社員の企業アピール
　今はコロナ禍で販売の規
制がありますが、店頭販売
や市内のイベントには会社
のＰＲに参加できて、直接
お客様の声を聴きながら新
商品開発も若い社員が取り

組むチャンスをもらえる職場です。さつま揚げ店が沢
山ある中で、日高水産が一番といわれるよう美味しい
さつま揚げと、サービスを提供できるように頑張りま
す。

日高水産加工有限会社

○従業員数　７名
○コンセプト　手ぶらで気軽に『非日常』を味わって頂く
　　　　　　アウトドア寄りな宿泊施設になります。
○所 在 地　いちき串木野市湊町 1 丁目 101 番地
○電話番号　0996-36-2511
○ホームページ　https://ff-h.jp/

Fukiagehama Field Hotel

 ○企業の概要
　普段使いのホテル利用と、ちょっとした非
日常を体験できるグランピング施設を提供し
ます。
　気楽に、手ぶらで、気軽に。ちょっとした
非日常をお過ごしください。
　ペットも◎ですので、愛犬も一緒にお越し
ください。
　ホテル棟は 2021 年春オープン予定になり
ます。

 ○若手社員の企業アピール
　若い社員が働きやすい職場で
す。新しい施設なのでマニュアル
などはありませんが、仕組みや
ルールを自分たちで作っていく楽
しみがあります！
　毎日が改善と準備の繰り返しで
すが、お客様から寄せられるお褒
めの言葉に元気をもらうことも多

く、とてもやりがいがあります。色々な人の物語があ
り、その一端を担える素敵な場所です。

企業の広場 いちき串木野市立ハローワーク
☎26-1191Vol.8

市内で頑張っている企業の特色や取組み、
若手社員の声などを毎月お伝えします。
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