
夢や希望を実現し未来を担う鹿児島の人づくり 鹿児島県教育委員会 発行／鹿児島県教育委員会 総務福利課
〒890-8577  鹿児島市鴨池新町10-1
☎099ｰ286ｰ5190

広報紙「かごしまの
教育」について，皆さ
んの御意見・御感想
をお聞かせください。
アンケートへのアクセスはこちらから

No.80 令和３年
12 月

　ロボット・ICT・AI・IoT 等の先端技術を活用した省力化や高品質化，生産から加工・販売までを一体化した「６次産業化」，安
心・安全でおいしい農産物の生産など，農業にはたくさんの可能性があります。本県の農業系高校では植物，動物，食品，自然環
境などについて，基礎的な知識や技術を学ぶとともに，最先端の農業を先取りした学習を行っています。今回は，その取組の一部
を紹介します。皆さんも，動植物の命や自然環境に触れながら，本県基幹産業の農業を支える農業系高校で学んでみませんか。

　令和４年度から実施される新学習指導要領では，農業の技術革新
と高度化等（スマート農業）に対応した学習の充実が示されていま
す。県内の農業系高校では令和２年度，スマート農業に関する最新
機械を導入しました。このことにより，新しい農業技術や経営を学
ぶ環境が整備されました。

今年度から，
授業での活用が
始まりました！

ＧＡＰとは　GAP（Good Agricultural Practices：農業生産工程管理）とは，農業において，
食品安全，環境保全，労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組のことです。

　国内外で先進的な取組を行う農家等での視察を行うとともに，スマート
農業や６次産業化，持続可能な農業生産をめざすＧＡＰ等に関して外部講
師を招聘し，研修会を実施するなど，特色ある農業教育を行っています。
また，魅力体験学習の実施やＰＲ動画の活用により，小・中学生に農業の
魅力を伝える取組を行っています。

　農業を学ぶことのできる公立高校は11校あります。
詳細は各学校のホームページを御参照ください。

【問合せ先】高校教育課　☎099-286-5294

農業を学べる公立高校（令和４年度募集学科）
学　校　名 学　　科　　名

１ 山川高校 園芸工学・農業経済科
２ 加世田常潤高校 食農プロデュース科
３ 市来農芸高校 農業科，畜産科，環境園芸科
４ 薩摩中央高校 生物生産科，農業工学科

５ 鶴翔高校 農業科学科，食品技術科，
総合学科（環境緑地系列）

６ 伊佐農林高校 農林技術科
７ 曽於高校 畜産食農科

８ 鹿屋農業高校 農業科，園芸科，畜産科，農業機械科，
農林環境科，食と生活科

９ 種子島高校 生物生産科
10 徳之島高校 総合学科（生物生産系列）
11 霧島市立国分中央高校 園芸工学科

魅力あるかごしまの高校農業系高校編
～ 今，農業系高校が面白い！ 変わる，かごしまの農業教育 ～

スマート農業機械の導入

次代を担う！農業教育の推進 農業を学べる公立高校について

海外等での研修（オーストラリア） 県内先進農家視察（キャベツ） 中学生の魅力体験学習

無人遠隔操作トラクタ
　GPS を活用した自動運転技術等の導入により，耕地での耕耘作業
が容易になり，自動で正確な作業が可能となります。

農業用ドローン
　農業分野では，「農薬散布」，「肥料散布」，「播

は
種
しゅ

」，「受粉」，「収穫
物運搬」，「鳥獣被害対策」等に幅広く活用できることから，農作業の
効率化や省力化が可能となります。

遠隔操作斜面対応草刈機
　ほ場管理で周辺の草刈は欠かせない作業です。夏場の作業は重労働
である上，ほ場周辺に多い傾斜地での作業には転倒などのリスクも伴
うことから，安全と作業負担の軽減につながります。

スマート農業とは
ロボット技術やＩＣＴを活
用して超省力・高品質生産
を実現する，新たな農業の
ことです。



青少研ほっとスペース みんなひっとべ！ふれあいなんさつ

～ ひとりで悩まないで ～

　不登校及び不登校傾向にある小・中学生を対象に，
自然豊かで開放的な環境の中で体験活動を行います。

　支援の必要な小・中学生とその保護者を
対象に２回に分けて活動を行います。

［活 動 日］毎週水曜日　午前９時～午後５時
　　　　　　対応時間は要相談（休所日は除く） 
［活動内容］自然の中で体を動かす（ボランティア活動，スポーツ他）
　　　　　　植物を育てる（苗づくり，花・野菜づくり）
　　　　　　読書をする（センター図書か持参した本）　等

【問合せ先】県立青少年研修センター
　　　　　　住所：鹿児島市宮之浦町４２２６－１
　　　　　　電話：099-294-2111

県立奄美少年自然の家
支援の必要な児童生徒を対象とした活動を実施しています。
住所：奄美市名瀬朝仁字赤崎1096-2 電話：0997-53-1032

【問合せ先】
　県立南薩少年自然の家
　住所：南さつま市金峰町高橋3252番地 電話：0993-77-2500

～ 子どもの「やりたい！」を引き出し，見守り，支えます～ ～子どものたちの「100の笑顔」から，お互いの喜びを分かち合う～

あなたの心に寄り添いたい。
　誰だって気分が落ち込んだり，生活に不安や悩みを感じたりするときがあるものです。
　県教育委員会では，多様な悩みを抱えている児童生徒や保護者の皆様に寄り添い，サポートするため，
様々な取組を行っています。

① 気軽にお話を聞かせてください。
　〈スクールカウンセラー事業〉
　児童生徒の不安や悩み，保護者の皆様の子育ての
悩みについてカウンセリングやアドバイスを行うた
め，県内の全公立小・中・義務教育・特別支援学校
にスクールカウンセラーを，全県立高等学校に臨床
心理士等を派遣しています。また，スクールカウン
セラー等は，「SOS の出し方に関する教育」で授業
に加わったり，家庭教育学級などで講話を行ったり
しています。

【相談受付・相談時間】
　・面接相談　火～日曜日10:00 ～ 17:00（必ず電話でご予約ください。）
　・電話相談　火～日曜日10:00 ～ 17:00（受付は16:30まで。）
　・メール相談 HP 内の相談専用フォームをご利用ください。
　　※ 相談無料，詳しくは HP「かごしま子ども・若者総合相談センター」で検索

【問合せ先】
　かごしま子ども・若者総合相談センター（ひきこもり地域支援センター）
　　住所：鹿児島市鴨池新町１番８号（県青少年会館２階）　　電話：099-257-8230

「かごしま子ども・若者総合相談センター（ひきこもり地域支援センター）」では，
不登校，ひきこもり，ニート，フリーターなどの相談に対応し，助言や専門機関・
団体等の紹介を行っています。

0120-783-574　0120-0-78310　099-294-2200☎

② 学校や関係機関をつないでサポートします。
　〈スクールソーシャルワーカー事業〉
　児童生徒が置かれた様々な環境へ働きかけて支援を行い，関係機関
等と連携して問題の解決を図るため，福祉に関する専門的な資格を有
している方を，広域スクールソーシャルワーカーとして県立学校や各
市町村教育委員会に派遣しています。また，各市町村のスクールソー
シャルワーカーを対象に，講演や研究協議等の研修会を行っています。

④ 24時間いつでもあなたの相談を待っています。
　〈かごしま教育ホットライン24〉
　いじめ・不登校・親子関係など子供にかかわる全てのことについて相談を受けます。

③ SNS を使って相談できます。〈SNS による相談・通報窓口〉
　県内の公立中・高等学校等の生徒を対象に，身近な SNS を使って，チャット形式で悩み
を相談したり，いじめの目撃情報などを学校へ連絡したりできる「かごしま SNS 相談・通
報窓口」を開設しています。

「SNS 相談」⇒ 身近な人には面と向かって言えないような悩みを
気軽に相談できます。相談員は臨床心理士，心理
カウンセラーなどです。いじめや友人関係，学校
生活，家族に関することまで様々な悩みを受け付
けます。（時期によって受付時間が異なります。）

「SNS 通報」⇒ いじめに関する情報など，友達のことでも自分の
ことでも，SOS を学校へ伝えることができます。
（24時間受け付けています。）

LINE でもパソコン等からでも OK!!

LINE 窓口 web チャットページ

センター URL

青少年研修センター URL

南薩少年自然の家 URL

奄美少年自然の家 URL

【期待される効果】
⑴ 児童生徒が，家から出て活動する機会を提供し，自分で

考えた活動に取り組ませることで気力・体力の充実を
図るとともに，自己肯定感を味わわせることができます。

⑵ 他の参加者や職員との関わりの中で，自分のよさに気付
き，他者とのつながりを感じる機会を通して，自己有
用感を高めることができます。

【第１回目（６月）：仲間意識の高揚】
　お揃いの藍染めオリジナル T シャツを作ること
で，参加者同士の仲間意識や所属感を高めること
ができました。

【第２回目（７月）：みんな笑顔で喜び合う】
　100枚の笑顔の似顔絵を描き，パネルに貼り付
けて一つの作品に仕上げる活動を行うことで，み
んな笑顔で喜び合うことができました。

【植物の観察活動】

【藍染めオリジナルＴシャツ作り】

【「100の笑顔」作成と完成を喜び合う参加者】

【自然豊かで開放的な研修センター】

〈相談内容の例〉
○不登校・登校しぶり　○友達関係・いじめ　○勉強・進路
○心と体の健康　　　 ○その他，不安や悩み　など

〈スクールカウンセラーより〉
　わたしたちは，みなさんが悩んでいることや困っている
こと，不安に思っていることについて，一緒に考えます。
深刻に思わず，気軽にお話を聞かせてくださいね。お待ち
しています。

〈事業の成果例　保護者より〉
○学校に行きたがらなかった子供への接し方を一緒に考え

てもらい，少しずつ改善が見られるようになりました。
○勉強と進路に悩んでいた子供に寄り添い，話を聞いても

らったので，将来に希望をもち，受験に向けて頑張る気
持ちになったようです。

○研修会の講話を聞いて，子育てのヒントをいただきました。



　日々の困りごとやつまずきが原因で，子どもがサインを出しているかもしれません。
表面に出せない子どものかすかなサインまで見逃さず，その背景にあるものに関心を
寄せて，内面まで思いをめぐらせてみましょう。

【問合せ先】
高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室
☎ 099-286-5575

　全国高等学校総合文化祭は，昭和52年から各都道府県持ち回りで開催されている高校生による芸術文化活動の祭典です。「2023
かごしま総文」は，第47回大会で，全都道府県開催の一巡目を締めくくる記念すべき大会です。総合開会式やパレードの企画，各
種ＰＲイベントの運営や広報物の作成等に，県内の高校生による生徒実行委員会が取り組んでいます。

第47回 全国高等学校総合文化祭
生徒実行委員会活動報告

2023かごしま総文プレプレ大会
～令和３年度鹿児島県高校生文化フェスティバル～開催

　令和３年11月９日，かごしま県民交流センターに
おいて大会広報イベントを開催しました。ステージの
プログラムは生徒実行委員が企画し，当日の受付や進
行・記録など，運営も実行委員主体で実施しました。
展示会場とステージでは，わかやま総文出品作品等を
含め，本大会と同様に22の部門が参加し，日頃の活
動の成果を発表しました。

◀紀の国わかやま総文
　パレード参加

ポ
ス
タ
ー
原
画

生徒実行委員 部会別活動

とうきょう総文2022プレ大会総合開会式視察

※ 生徒実行委員会の活動の
様子や各種 PR イベント，
公募事業等については，県
教育委員会ホームページを
御覧ください。

生徒実行委員会委嘱状交付式

子どもが安心して自分のつらさを吐露できるように
「受容」と「傾聴」で受け止めましょう

子どものサインに気付く　　話をよく聴く　　つらさに寄り添う　　抱え込まず相談する
Mom! 【 Ｍ 見つめる　　o 思いをめぐらす　　ｍ 向き合う 】

見ようとしなければ見えない子どものサインをキャッチして！

言葉に出して「あなたが大切
だ。あなたのことが心配だ。」
と伝える。T ell

「消えたい」という気持ちに
ついて「どんなときにそう思
うの？」と背景にあるものに
ついて尋ねる。

A sk

「話してくれてありがとう。」
と絶望的な気持ちをじっくり
聴いて受け止める。L isten

「ひとりじゃないよ。」と安
全を確保して学校や専門家に
つなげる。K eep safe

落ち込んでいる子どもへの声かけは…

「そんなにクヨクヨしないの！」

「なんでできなかったの？努力が足
りなかったんじゃないの。」

「人生は，全部うまくいくことなん
てないんだから，気にしないの。」

「うまくいかなくて，くやしいね。」
「そうだね。うまくいかないことっ

てあるよね。」
「今度は，どんなことができそうか

な？」

大会テーマ

向き合う姿勢はＴ
ト ー ク

ＡＬＫの原則で！

大 会 会 期 令和５年７月29日 ～ ８月４日



　経済的理由によって修学が困難な生徒に対して奨学金の貸与を行う
制度です。
　なお，年度途中に家計が急変した生徒に対して貸与を行う奨学金
（緊急採用）は随時受け付けています。

　右のグラフは令和２年度の本県小・
中・高校生の交通事故の状況を表してい
ます。小学生では歩行中，中学生では自
転車乗車中，高校生では自転車乗車中と
原付バイク運転中の事故が多いことがわ
かります。

ヘルメットをかぶろう
　自転車事故で亡くなった人の６割が頭部に致命傷を負っており，自転車乗車中の死亡事
故では，ヘルメットをかぶっていなかった場合，かぶっていた場合の約３倍の致死率とい
うデータ（警察庁）もあります。自転車に乗る時はヘルメットをかぶるようにしましょう。
鹿児島県の自転車条例では，中学生以下は保護者の義務，高校生以上は努力義務となって
います。

「ながら運転」はしない
　「音楽を聴きながら」「傘をさしながら」「スマホを
見ながら」等の「ながら運転」は違反です。周囲の人
を巻き込むこともあるので絶対にやめましょう。

応募資格：鹿児島県内に生活の本拠がある方の子
【予約募集】募集期間：７月中旬～９月下旬（今年度募集終了）
　　　　　 対象：中学３年生等

【在学募集】募集期間：２月下旬～５月中旬（今年度募集終了） 
　　　　　 対象：高校１～３年生等

【緊急採用】募集期間：随時募集
　　　　　 対象：高校１～３年生等
 ※学力基準や収入基準等があります。

高等学校等奨学金の活用を！ 安全な自転車利用を！

☎099-286-5244
募集要項など詳しくは，　　　　　　　　　　で検索鹿児島県育英財団

昭和47年の第27回国民体育大会（太陽国体）以来，51年ぶりに鹿児島で開催されます。
特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）

大会会期 令和５年10月７日～ 17日

二人の東京五輪水球日本代表を迎えて
エキサイティングなスポーツ
　水球は泳ぎながらボールを使って，攻めたり守ったりして勝敗を競い合うため，常に
顔を上げて状況を判断しなければなりません。プレーヤーにはスタミナとスピード，力
強さ，繊細さなど多くの要素が求められ，身体の自由が利かない水中で１時間近く戦い
ます。プレーの一つ一つにいろいろな要素が含まれており，とてもエキサイティングで
観る人を虜にするスポーツです。

東京オリンピックを終えて，鹿児島国体へ
　水球日本女子として初出場となった東京オリンピックでは，リーグ戦全敗というかな
り悔しい結果に終わりました。しかし，改善点が見つかり自分を見つめなおすいい機会
になったと思います。
　国体では，選手の中に成長期である高校生，大学生も多くいますので，オリンピック

　「総合型地域スポーツクラブ（コミュニティスポーツクラブ）」，通称
「コミスポ」は，地域の日常的なスポーツ活動の場として，地域の住民自
らが主体となって運営するスポーツクラブのことです。
　コミスポには，地域の住民がぞれぞれの年齢，興味・関心，技術・技能の
レベルに応じて活動できるプログラムが用意されています。
　県内には，現在，32市町村で57のクラブが活動しています。あなたも，
身近なコミスポで，気軽にスポーツライフを始めてみませんか？

●自分のペースで無理なく運動をしたい。
●親子で一緒にスポーツをやってみたい。
●スポーツを通して新たな仲間づくりをしてみたい。
●学校や地域でのスポーツイベントを工夫してみたい。
●自分の体力や技能レベルに応じて専門的な指導を受けてみたい。
●自分の学校にやりたい運動部活動がないので挑戦してみたい。

あなたの身近なコミスポは「県総合体育センター」のホームページをご覧ください。
《県総合体育センター問合せ先》　☎099-255-0146

身近な「コミスポ」で気軽にスポーツを楽しもう！
～こんなとき，コミスポに相談してみよう！～

で得た経験を伝えながら自分達も強化して臨みたいです。そして，鹿児島国体では優勝を目指して頑張りたいと思います。【山本実乃里選手】

【有馬優美選手】

2023 鹿児島国体
女子水球競技

南九州スポーツクラブ
「みんな元気！体力づくり」

いずみわくわく夢クラブ「夢わくフェスタ」鹿児島パラアスリートクラブ
ボッチャ体験教室

コミュニティスポーツクラブ チェスト伊集院
「子供も大人もスポーツ・レクリエーション！」

学校の安全担当者等を対象とした研修会
～「ながら運転」の危険性を学ぶ～

【令和２年度の交通事故の状況】
歩行・横断中 自転車乗車中

原付バイク運転中 その他

自動車同乗中

（鹿児島県道路交通法施行細則第12条）
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