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高鍋高等学校

 町は今年度より、魅力ある高校づくりを支援するため、町内の県立高校に入学する生徒の保護者に

対し、１万円を補助する取り組みを開始しました。ここでは、町内にある２校の最近の動きに迫り、

私たちの身近にある学校の魅力を追求していきます。 

高鍋農業高等学校

 ＳＰＨとは、文部科学省の事業で、近年の科学技術の発展に伴い産業界で必要な専門知識や技術が高度化

する中、専門高校等が大学や企業等との連携を強化することでより高度な知識・技能を身につけ、社会の第一

線で活躍できる人材の育成を図ることを目的としています。 

 同校は平成29年度より本事業の指定校として県内で初めて採択され、「新たな時代の変化に対応できる次世

究を進めています。２年目となる今年度は、新商品の開発や販売実践・ひなたＧＡＰ認証取得・模擬株式会社

「高農」の設立の３本立てを大きな目標とし、実行していく年としています。 
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前教育長

誘致企業だより誘致企業だより  昨年度、町と立地調印した２社の安全祈願祭が行われました。宮崎キヤ

ノン株式会社については来年８月、南薩食鳥株式会社については今年９月

の創業開始に向け、いよいよ工場が建設されていきます。 

県立農業大学校、宮崎大学、南九州大学、県農政

水産部、高鍋商工会議所、農業生産法人、保護者・

同窓会 

チーズ、日向夏、ホオズキなど 

新工場建設予定地（南九大跡地）

新工場建設予定地（持田県道沿い）

 高鍋高校は、平成31年度より「探究科学科（１学級）」を新設します。また、普通科（５学級）にキャリア情報クラ

スを設け、生活文化科（１学級）と合わせると１学年３学科、計７学級となります。 

 新設される「探究科学科」は現在の探究科学コースが前身となっており、すでに行っている宮崎大学との連携

授業では、ただ問題を解くのではなく、なぜそうなるのか解法の過程を考えさせてみたり、アイデアが飛び交う

ような授業が行われており、生徒の学習意欲が上昇しているようです。 

 また、特色あるカリキュラム編成や課題研究を行うことで難易度の高い大学等への進学を目指します。県内大

学へのサイエンスツアーやイングリッシュ・ウィンターキャンプなど、五感を使って学ぶ勉強合宿があったり、探

究心を育成する高鍋高校でしか体験できない学校生活を送ることができます。 

１年次 現状認識・科学的思考力の育成 

チャレンジ精神・ 

課題発見力の育成 

３年次 創造性・課題解決能力の育成 

栽 培・飼 育・食 品 加 工・

販売・流通に関する基礎

的・基本的知識の習得 

プロジェクト学習の 

実践と応用 

普通科キャリア情報クラス「新設」

個に応じた多様なアプローチで、進学・就職の多様な進路目標を 

サポート 

探究科学科「新設」 「探究心の育成」で質の高い学びを実現 

生活文化科「充実」 フード・ファッション・保育・情報のスペシャリストへ 

◆新生高鍋高校の３本柱 

▲昨年度のイングリッシュ・ウィンターキャンプの様子 

（探究科学コース） 

◆お問い合わせ：高鍋高校 ☎0983-23-0005、高鍋農業高校 ☎0983-23-0002 

今年度のインターハイ出場が決定しているボー

ト部やホッケー部、県内最多花園出場を誇るラ

グビー部など、全部で29ある部活動も魅力的！ 

▲新商品の販売や開発のための共同試作をする様子 

南薩食鳥株式会社

宮崎キヤノン株式会社

★２年次

◆年度ごとの流れイメージ

HIGH SCHOOLHIGH SCHOOL ～町内の県立高校の最近の動きに迫る！～

平成31年度、「新たなステージ」へ！

ＳＰＨ（スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール）指定を受けて

代農業経営者及び関連産業技術者の育成に関する研究」をテーマとし、具体的な事業計画書に基づいて研

◆連携・協力

◆研究しているもの

新工場棟建設計画安全祈願祭（５月31日）

高鍋工場起工式（５月22日）



 

「広報たかなべ」有料広告募集中！！①４．５㎝×９㎝枠＝１０,０００円  ②４．５㎝×１８㎝枠＝２０,０００円   ※町ホームページバナー広告も随時募集しています。  ◆お問い合わせ：地域政策課 総合政策係（☎0983-26-2018）
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寄贈された本を手にする町内の小・

中学校校長、教育長、町長 

今年度、第１回目の「知事とのふ

れあいフォーラム」はここ高鍋で 

 

丁寧に補修を行う高鍋町管工

事業組合の皆さん 

 

25

 

平成30年度の新規採用職員・赴

任職員を紹介します。皆さん、

どうぞよろしくお願いします！ 

   なかがわ 

①健康保険課 

 健康増進係 

②西都市 

③道の駅巡り 

④ありがとう 

 ①配属先 ②出身地 ③趣味 

 ④好きな言葉 

    ふじたか       たい き 

①地域政策課 

 総合政策係 

②木城町 

③温泉旅行 

④やらずに悔やむ

よりやって悔やめ 

 移住やＮＰＯ法人に関する業務を担

当しています。民間企業に勤めていた

経験を生かしながら、町の様々な行事

に積極的に参加し、親しみやすい職員

になれるよう頑張ります。 

    いのまた      ゆう  じ 

①農業政策課 

   農林畜産係 

②新富町 

③映画鑑賞 

④転作 

 水田に関する業務を担当していま

す。業務を覚えることは大変ですが、

毎日充実した日々を送っています。町

や人を早く覚え、皆さんから信頼され

る職員になれるよう頑張ります。 

 

 母子健康手帳の交付や乳児健診など

の母子保健事業を担当しています。丁

寧な対応を心がけ、安心して相談でき

る職員になれるよう頑張ります。 

教育総務課 指導主事 

くろ ぎ  しゅういち 

黒木 秀一 先生 

 ４月から町教育委員会へ赴任

し、学力向上の充実や生徒指導な

どを行っています。子どもたちの

ために全力を尽くします。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  う   だ   つ     かず き 

①建設管理課 

 建築・都市計画係 

②川南町 

③読書、珈琲 

④日々是好日 

 建築基準法に関する申請や相談業

務、木造住宅耐震補助などを担当して

います。これから建築に関する幅広い

知識を身につけ、町民の皆さんの力に

なれるよう努力していきます。 

        こ  だま  ゆい 

①総務課行政係 

②宮崎市 

③ピアノ 

④ありがとう 

 電話窓口、人権、女性行政などを担

当しています。初めて聞く言葉を覚え

ていくことが楽しく、毎日笑顔で業務

を行っています。これから、町民の皆

さんから信頼される職員になれるよ

う、明るく元気に頑張ります。 

     お  の        しょうこ 

①教育総務課 

   教育総務係 

②延岡市 

③旅行 

④一期一会 

 学校保健関係や就学援助、教科書関

係の業務を担当しています。子どもた

ちが安心して学校生活を送れるようサ

ポートしていきたいと思います。早く

業務に慣れ、高鍋町に貢献できる職員

となれるよう努力していきます。 

     え  とう   もも か 

①福祉課 

   地域福祉係 

②宮崎市 

③バレーボール 

④勝つコツはコツコツ

 生活保護や日本赤十字社に関する業

務を担当しています。覚えることが多

く大変なこともありますが、いち早く

一人前となり、町民の皆さんや周りの

職員の方に頼られるようになりたいで

す。 

     せ がわ   たつ  や 

①町民生活課 

 戸籍住民・年金係 

②西都市 

③スポーツ 

④好きこそものの

上手なれ 

 住民票等の発行などを担当していま

す。覚えるべきことが多くあり、日々

勉強しながら業務に励んでいます。町

民の皆さんから頼られ、親しみやすい

職員になれるよう努力します。 

    さ  とう       ゆうせい 

①町民生活課 

   環境保全係 

②宮崎市 

③スポーツ観戦 

④日進月歩 

 ごみや畜犬の管理などを担当してい

ます。覚えることが多く苦労していま

すが、やりがいを持って業務を行って

います。これから、高鍋町に貢献でき

るよう頑張りたいと思います。 

    こまつざき    あや か 

①福祉課 

   子ども支援係 

②宮崎市 

③バドミントン 

④一期一会 

 児童手当や児童扶養手当に関する事

務を担当しています。日々、福祉の仕

事に対してやりがいを感じています。

これから町民の皆さんに頼られる存在

になれるよう、一生懸命頑張ります。 

 

（左）たかしんホール（高鍋町中央公民館）へ避難する様子 

（右）わかば保育園児をカートに乗せて東小学校屋上へ避難する様子 

ま 

ち 

の 

話 

題 

23

 消防団の問いかけに元気よく反応

する西小学校の児童たち 

高鍋農業高校のホオズキ物語

 種まきから研究・栽培が始まり早２年目と

なる、高鍋農業高校のホオズキ。生徒と先生

の想いが詰まったホオズキ。 

 先人の知恵「月の満ち欠けを利用した栽

（商標登録第6040597号）と名付けられ

た、特製ホオズキでお盆を迎えませんか。 

◆お問い合わせ：高鍋農業高校 ☎0983-23-0002 

※この欄は広告です。お問い合わせは、広告主へ。 

赤く色づいてきた！

こんなに成長しました！ 

ホオズキの花 ４月 ２月 ２月 

 

◆４月より赴任 中川 いづみ 藤高　大器

猪股　佑次宇田津 和毅

児玉　結 小野　昌子 江藤　百香

瀬川　竜也 佐藤　雄政 小松崎 文香

培」と、ホオヅキとをかけて、「MOON」

●「月の満ち欠けを利用した栽培」とは・・・ 
 昨年、種から育てた苗の根を、２月の満月と新月の日に植

え付けています。また虫（害虫）の生態も、満月の日に産卵

する性質があるため、前後の３日間、注意深く観察をしなが

ら予防をしています。高鍋農業高校ならではの月のパワーを

利用した昔ながらの栽培法です。 

 日射量を要するホオズキ栽培に、宮崎は環境的に有利で

す。しかしながら、需要のピークがお盆の時期に集中するた

め、栽培する農家が少なく、高鍋においてはまだゼロ。比較

的手入れが簡単で栽培しやすいホオズキは、今後広がりを見

せるかもしれません。 



 

「広報たかなべ」有料広告募集中！！①４．５㎝×９㎝枠＝１０,０００円  ②４．５㎝×１８㎝枠＝２０,０００円   ※町ホームページバナー広告も随時募集しています。  ◆お問い合わせ：地域政策課 総合政策係（☎0983-26-2018）
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せるかもしれません。 
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みんな元気に育ってね！ 

宝物 が わ の 町 
このコーナーは、９・10カ月児健診に来たお子さんを紹介し

ています。今回は、５月・６月の健診に来た元気なちびっこた

ちです♪ 

 

編集・発行／宮崎県高鍋町 

〒884‐8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437 

 地域政策課 ☎0983‐26‐2018 

 http://www.town.takanabe.lg.jp 
※「広報たかなべ」は町ホームページでもご覧になれます。 
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日時：８月11日（土）午前10時～午後５時 

     12日（日）午前10時～午後４時  

会場：高鍋町染ヶ岡地区イベント会場 

お問い合わせ：高鍋町観光協会 ☎0983-22-5588 

遊びに来てね！

人口と世帯数（７月1日現在・前月比)

 人 口／ 20,445人 （－22)

 男 性／  9,686人 （＋ 2)

 女 性／ 10,759人 （－24)

 世帯数／ 8,653世帯（－10)

 第９回 きゃべつ畑のひまわり祭り


