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八重山農林高等学校 

総務部 

＊ １学期を振り返ってみましょう！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊新学期に新たな決意を！ 

 ２学期から 3 年生は、進路決定の時期になります。これまで高校生活で学んできたことを活か

し、自分に合った進路決定を目指しましょう。 

２学期１０月１２日（土）には、クラスで取組む学校行事として「第１回学園祭」が初めて開

催されます。１２月８日（日）には、農業学習発表の場として「花と緑と食のまつり」（生産物即

売会）が開催されます。 

２学期に向け、夏休み期間中は規則正しい生活を送るよう心がけ、有意義な時間を過ごしまし

ょう。生徒一人ひとりが主役です。２学期も新たな気持ちで頑張りましょう。 

＊夏休み中の農業実習は忘れずに！ 

 ７月 2２日からは各学科・教科（農業と環境）で計画された「科目：農業実習」（夏季休業実習）

がはじまります。授業日がいつなのか担当の先生と確認し、責任を持って取り組みましょう。 

２０１９年度一学期、皆さんは学習、部活動などいろいろな活動において頑張ってきました。

一人一人の目標は達成できたでしょうか？ 出席状況、成績状況、その他の活動においても各自

「私の１学期」を振り返ってみましょう。 

１学期は４月８日～７月１９日までの６８日間でした。その間、毎日の授業、放課後の農業実

習等、日々の努力の積み重ねにより終業式を迎えることができました。 

今学期の行事では、４月に八重農の伝統行事「草刈り大会」が開催されました。残念ながら、

途中雨が降り始め、大会は午前中で終了となりましたが、全学年、規定量を目指し一生懸命刈り

取り頑張っている姿がみられました。会場準備・設営、片付けまで、全校生徒が一致団結して取

り組み、今年度の草刈り大会も大成功をおさめることができました。 

１年生の宿泊研修、２、３年生の学年活動など多くの行事も開催され、学年のつながりも深め

ることができました。 

 ９回実施された朝学では、基礎学力を高め、或いは今後の進路に役立てるために頑張ってきま

した。更に、多くの生徒が資格取得のための講座や講習会に参加し、各種資格試験等でよい結果

を得ることができました。取得した資格は就職や進学など、今後大いに役立つことでしょう。 

 また各係活動も一生懸命がんばりました。生徒会の活動は、生徒の自主性を高める活動を行い、

気持ちよい学校生活作りに貢献してくれました。 

 農業クラブ関連では、第６７回沖縄県学校農業クラブ連盟大会に向け、技術競技部門に出場す

る選手は技術を磨くため練習に励み、各種発表部門の選手は原稿、記録簿作成、発表練習、農業

鑑定競技部門に参加する選手は、専門の知識を学習し、早朝から放課後、休日まで頑張っている

姿がみられました。その結果、ＦＦＯ大会では多くの優秀賞を獲得し、優秀な成績を収めました。 

 部活動においても県高校総体や全国高等学校野球選手権沖縄大会などに出場し、持てる力を出

し切り、頑張りをみせてくれました。更に文化系部活も盛んに行われ、郷土芸能部は、全国大会

に向け、壮行公演や日々の練習に励んでいる姿がみられました。 

一学期において、多くの生徒が充実した高校生活送ったのではないかと思います。二学期は更

に充実した日々を送り、夢実現に向け共に頑張りましょう。 
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＊夏休み期間の主な行事 

 

７月２２日（月） 3 年生三者面談（夏季休業中）、離島家庭訪問（夏季休業中） 

         1・２年生 「農業実習（夏季休業中）」開始 7/22～8/28 

学期末特別指導（7/22～30） 

フードプロデュース科 2 年（～2４日） インターンシップ 

           

   ２５日（木） 豊年祭（オンプール）：旗頭委員会 

   ２６日（金） 豊年祭（ムラプール）：旗頭委員会 

 

２９日（月） 閉寮 

 

３０日（火） アグリフード科 2 年（～８月１日） インターンシップ 

          第 43 回全国高等学校郷土芸能大会（～8 月 1 日：佐賀県） 

 

８月 ６日（火） 農業クラブ FFK 大会（沖縄大会：豊見城中央公民館）～８日 

 

   １３日（火） 旧盆（～１５日） 

 

２８日（水） 開寮 

 

   ２９日（木） ２学期始業式/生徒会役員認証式（引継ぎ式）/HR 役員認証式/全体清掃 

第 3 回追認考査申込期間～9/2(月)迄 

 

 

＊８月２９日（木）の日程（予定） 

校時 日 程 時 間 備 考 

1 二学期始業式 

伝達表彰 

生徒会役員認証式（引継ぎ式）

二学期ＨＲ役員認証式 

８：５０～１０：００ ※朝 SHR なし 

（体育館集合） 

2 諸連絡 

身なり確認 

全体清掃 

１０：００～１１：００  

 

全体清掃 40 分 

3 ＬＨＲ １１：１０～１２：００ 各 HR 教室 

4 木の４ １２：１０～１３：００  

昼食 １３：００～１３：４５  

5 木の５ １３：５０～１４：４０  

6 木の６ １４：５０～１５：４０  

清掃・ＳＨＲ １５：４０～１５：５５  
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【別紙１】［生徒用資料］

 ６月７日(金)、新聞に高校生による大麻取締

法違反の記事が出ました。 

 今回、高校生を含む複数の少年が大麻取締法

違反で検挙され、沖縄全体に大きな衝撃が広がっています。大麻は「タバコより安全」「合法化され

ている国もある」等、様々な情報がありますが、ここでは大麻や薬物の危険性を考えてみよう。 

大麻等の薬物は一度の使用でも「乱用」です！

 大麻には依存性があり、

乱用を続けると幻覚や記

憶障害がおきます。また、

他の薬物への入り口とし

て「ゲートドラッグ」と言

われています。 

 特に未成年者は刺激に

敏感なため依存症になり

やすく、大麻からより強い

薬物を求めるようになり、つい

には心身をこわすことになり

ます。

 今回の大麻所持で検

挙された少年らは、大麻

使用の理由を「好奇心」

といっています。 

 大麻等の薬物は、一度

でも乱用すると自分の

意志ではやめることが

できなくなります。 

 単なる「好奇心」で一

生、薬物に捕らわれ、逃

れられず苦しむこともありま

す。

《 大麻Ｑ＆Ａ 》 

Ｑ１ タバコより安全？ 

Ａ１ タバコは脳へダメージを与

えませんが、大麻は大きなダメ

ージを与えます。しかも一生治

りません。 

Ｑ２ 合法化されている国は？ 

Ａ２ 「合法化＝安全」ではありま

せん。違法にすると、隠れても

っと広がるため、合法化して管

理する目的があります。それぐ

らい広がっているのです。 

薬物乱用は自分の人生を破壊します。いや、自分だけではありません。 

薬物乱用は、あなたが（あなたを） 

・愛する人を悲しませる ・・・ 薬物を乱用して警察に逮捕されたら、家族や恋人が悲しみます。 

・愛する人を傷つける ・・・ 薬物を買うために家族や恋人からお金を奪ったり、 

暴力をふるうこともあります。 

・愛する人が離れていく  ・・・ 薬物依存症になると家族や恋人が逃げていくかも知れません。 

・愛する人が    ・・・ 薬物依存が進むと、脳が破壊され周囲の人が誰なのか、 

分からなく なる        家族や恋人でさえも分からなくなることがあります。 

沖縄は、海が光り、山は緑と珍しい生物にあふれ、歴史と文化、音楽と

踊り、美味しい料理が、そこに生きる人々を楽しい笑顔にする！そんな

島に、そして沖縄に生きる皆さ んに、薬物が必要ですか？ 

『 薬物乱用防止は正しい理解から!!  』 

薬物乱用を防止するためには、その恐さと悪影響について正しい理解が必要です。ネットや SNS

にあるあやふやな情報よりも、次のサイトを見て、正しい情報を身につけよう！ 

① 厚生労働省「今、大麻が危ない！」  

② 警察庁 「薬物乱用のない社会を」    ①      ②      ③ 

③ 内閣府 「〈マンガ〉たった一度の過ち」 
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【別紙２】［生徒用資料］

事例紹介「とある事件」より（「2017 ちゅらマナーハンドブック」より）

平成27年、中学1年の男女が殺害されるという痛
いた

ましい事件が発生した。

2 人は度々
たびたび

、「深夜はいかい」を繰り返していた。

午後 9 時 30 分頃コンビニで男性 2 人が中学生男女を目撃。

午前 1 時前、中学男子から友人に LINE 電話。

午前 1 時 30 分頃、商店街の防犯カメラに中学生 2 人が映る。

午前 5 時 10 分頃、商店街の防犯カメラに再び中学生 2 人が映る。

その後、中学生男女 2 人は殺害され、遺体で発見される。

「ネット被害防止チェックシート（一部）」（「2015 ちゅらマナーハンドブック」より）

□1 日 2 時間以上携帯・スマホを使用する

□常に手元にスマホがないと不安になる

 □SNS 上で軽はずみに言葉を発してしまう

□SNS に他人の個人情報（写真・動画等含む）を載せたことがある

ネット依存

ネットいじめ

重大事件・事故のほとんどが「深夜」に起こってる！
「深夜はいかい」には、いろんな危険が潜んでる！

無断外泊×

「深夜はいかい」 は、しない！ 

深夜の車両使用× カラオケ・ボーリング場等
深夜の立ち入り×

深夜のネットゲームや LINE は、体に悪い影響あり！
リズムを崩し、休みあけの学校がつらくなる！ 
休みにネットトラブルがあると、学校が始まっても、い
きづらくなる原因になることもあります！

早寝・早起きを実行する！ 

こまったときは、「相談」する！
学校や警察以外でも「相談」するところはある！

主な相談機関：子ども若者みらい相談プラザ「sorae」 098-943-5335 

２４時間子供ＳＯＳダイヤル 0570-0-78310 等
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「深夜はいかい」 は、様々な問題行動の入口！ 

① 適切にインターネットを利用させる。 

② 子どもに持たせる機器には、フィルタリングを設定する。 

③ 家庭のルールを子どもと一緒につくる。 

【別紙３】〔保護者用資料〕

『夏季休暇に向けた事件･事故の未然防止について』

６月６日(木)、県警察からの「高校生を含む複数の少年が大麻取締法違反で検挙」という

発表に、非常に驚かれたことと思います。学校においては薬物乱用防止教育の徹底を推進し

ていきますが、これから夏休みを迎えます。ご家庭においても下記を参考に、生徒と一緒に

薬物乱用防止について考えてみて下さい。※薬物は一度の使用でも「乱用」となります。 

《子ども を 薬物乱用から守るチ ェックポイント》 □にチ ェックがついたら要注意！ 

□帰宅が遅く なることが多く なった  □理由の分からないお金を 欲しがるよう になった 

□食事を 家族と 一緒に食べなく なった □目を 合わせて会話をしなく なった 

※「自画撮り被害」とは、だまされたり、脅されたりして児童生徒が自分の裸体等の写真を、メール等

で送らされる被害のことをいいます。

● 夜間における子どもの在宅確認をお願い

いたします。 

● 子どもの集団飲酒は、家庭にある酒類の持

ち出しが目立ちます。（自宅にある酒類の

管理徹底を！） 

● キャンプや宿泊を伴う野外活動や海水浴

等は、必ず保護者等による協力のもとで行

って下さい。

● 沖縄県では、「家～なれ～運動」を推進していま

す。家庭でのしつけや習慣が、外に出たときの

かがみになるよう「やーなれーる ふかなれー」

を実践していきましょう。 

● 「基本的な生活習慣を身につけましょう」

● 「家族のコミュニケーションを大切に」

● 「家族のルールを話し合おう」

● 「家庭学習の習慣を、家庭を学びの環境に！」

飲酒 交通事故

主な相談機関 

親子電話相談「子育てダイヤル・子ども相談」 098-869-8753 

性犯罪被害者相談電話 ＃8103 または、098-868-0110 

各市町村児童家庭相談                      等 

喫煙 性被害 薬物乱用 家出

ネットやスマホ等のトラブルが増加！自撮被害も！ 

１ 薬物はスマホやパソコンを使って、ネットから簡単に入手できます。 

２ 薬物乱用の低年齢化が進み、１０代の検挙者が急増しています。 

３ 若年検挙者の多くが「好奇心」で大麻を乱用しています。 

４ 医師の薬や市販薬の大量摂取がきっかけで、薬物依存になることも。
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八重山農林高校                           八重山農林高校の生徒が、一際強くキラキラと光り輝く『綺羅星（きらぼし）』のごとく、一人ひとりが個 
進路部発行                             性的に輝くようにという願いを込めたものです。進路部よりみなさんがキラキラと輝きを増すに必要な情 
2019. 7. 19 第 7 号                          報を、この通信を通して発信していきます。 

１学期も終わり…夏休みがスタートです！！ 

アッという間ですが、今日で１学期が終わります。皆さん、夏休みをどのように過ごす予定でしょうか？昨年の先輩の話をすると、

夏休み期間、進路室へ足を運んで情報収集に明け暮れた先輩もいれば、進路先を決定、必要な書類を準備し、面接を受けに行った先

輩もいました。なかには、オープンキャンパスに参加してきたという先輩も多くいました。就職希望者も求人票から見えないことを

担当に問い合わせて情報収集を行い、企業に応募する書類を夏休み中に揃えた先輩もいました。特に、就職組はこの夏休み、早めの

応募を行わないといけないのは当然のこと、質の高い準備（応募書類や面接練習、選考試験のための知識）をしておかないと、この

厳しい社会情勢のなかで内定を勝ち取ることは厳しいです。さあ、３年生にとってはこの夏休み中が一番の勝負の時期です！！頑張

っていきましょう！！ 

進路室は夏休みの平日（土曜日、日曜日以外）はお盆を除き、9:00～17:00 までを開放する予定です。

この夏で自身の進路を確実に決めるように頑張ろう！！ 

 

３年生 進学希望者へ 
この夏休み中に、どの受験スタイルか（AO 入試、指定校推薦、一般推薦、一般受験など）を決め、出願や試験日程、入学金の額や納入期限など

を保護者ときちんと確認しよう！！できれば夏休み中にオープンキャンパス等に参加して実際の様子を確認してきて下さい。また、小論文対策や

出願書類（志望の動機）対策などについて、担任の先生や進路指導担当の先生に相談しながら早めに取り掛かりましょう！！ 
 

３年生 就職希望者へ 
応募書類の校内締切は８月 22 日(水)、企業への応募書類到着を８月 30 日(木)としています。人気の高い企業の求人票はほとんど夏休み中に出揃

います。早い時期に会社説明会を実施する企業や募集から締切までの期間が短い企業もあります。日々更新される高卒求人情報を常にチェックし

て、どんな求人があるのか幅広くアンテナを広げるようにしてください。履歴書作成にはかなり時間がかかるので、早めに応募する企業を決め、

進路個別担当の先生と一緒に早めに履歴書作成に取り掛かりましょう！！！また、未定者は夏休み中の三者面談と並行して就職担当者との三者面

談も行います。宜しくお願いします。 
 

１・２年生のみなさんへ 
夏休みは、基礎学力を養う絶好の機会なので、しっかりと学習計画を立て、夏休みにこそできる学習を行ってください！！ 

6



２０１９年 7月 19日

八重山農林高校図書館

図書館だより／第7号

1学期、図書館を活発に使ってくれたみなさんありがとうございました。しかし、統計でみると、

1学期の図書館利用状況は昨年に比べて少し元気がないようです。1学期なかなか図書館で本を借

りられなかったという人はその分夏休み・2学期以降にぜひ取り返してくださいね。自由な時間が

もてる夏休みこそ読書のチャンスです。本を手にとって、少しだけでも文章を読んでみましょう。

宿題のための調べ物にも本を利用してみてください。

うら面に「夏休みの図書館開館カレンダー」があります。夏休みも普段と変わらず八重農のみ

んなが快適に使える図書館です。図書館で涼んで、学習して、読書して、本を借りて･･･と、たく

さん使ってほしいと思っています。

『この川のむこうに君がいる』

濱野京子／作 理論社

災害が起き「なぜ」と問いかける人が生まれる。

なぜ我が家が、なぜ自分がと。震災後、新たな地

で高校生活を始めた梨乃の16歳の心の軌跡。

『ザ・ヘイト・ユー・ギヴ：あなたがくれた憎しみ』

アンジー・トーマス／作

服部理佳／訳 岩崎書店

⽩人警官が無抵抗の⿊人少年を射殺した。真実が歪め

られる中、目撃者の女子高生が立ち上がる。映画化もされ

た米国の社会問題に迫る話題作。

『ヒマラヤに学校をつくる：カネなしコネなしの僕と、

見捨てられた子どもたちの挑戦』

吉岡大祐／著 旬報社

貧しいけれど、きっとここは世界一幸せな学校。人身売

買、児童労働…貧困のネパールで、ゼロから学校づくりに

挑んだ若者と子どもたちの感動の記録。

読書感想文コンクール 課題図書の紹介
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２０１９年 7月 19日

八重山農林高校図書館

図書館だより／第7号

日 月 火 水 木 金 土

19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27
午前中

28
午前中

29

→ 開 館 日 （その他は研修及び書架整理のため閉館）

１学期終業式

２学期始業式

都合により予定を変更する場合があります。

ご了承ください。

貸出冊数 : ５ 冊 まで

開館時間 : 午前 ９ 時 ～ 午後 ５ 時

2019
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むし歯、尿、心臓、内科検診など、

検査が必要と言われた生徒は

必ず受診しましょうね！！

八重山農林高校 保健室 R1.７.19

新年度スタートからアッという間に３カ月が経ち、みんなお待ちかねの夏休みですね。 石垣

の暑さもいよいよ夏本番となり、連日のように暑さが増していくので、今年の夏はどれほどの暑

さになるのだろう・・・と少し不安な気持ちにもなりますが、暑い暑いとエアコンの温度をガン

ガンに下げた部屋で過ごしたり、冷たいものばかりを食べたり飲んだりするのは夏バテのもとで

す(/ω＼) また、体の冷えや栄養不足の状態は、熱中症になるリスクを高めます。

体を暑さにならすことも大事なことなので、適度に体を動かし、一日三度の食事と

睡眠をしっかり摂って、夏休み明けの８/２９(木)に元気な顔で会いましょうね♪

４月から６月にかけて健康診断が実施されましたが、皆さんの結果はどうでしたか？ 健康診断

の結果や、再検査・治療が必要な人、未受検の人には受診の勧めを再び配布しますので、夏休み中

に病院を受診し、その結果を夏休み明けに担任か保健室に提出して下さいね。特に歯科は、歯の掃

除や治療をしてもらうための良い機会ですので、むし歯のあるなしに関わらず、一度は受診するこ

とをお
すす

勧めします｡

2 学期には学園祭やロードレース大会が控えています。

自分の健康状態を知り、健康管理をしっかりするため

にも是非早受診を心掛けてくださいね。

１学期の保健室利用は、５０５名で、

１年男子と２年女子の利用が多くみら

れました。 ケガの処置などの外科的

なものは６９名で、保健室利用者の大

多数は頭痛や気分不良、だるいなどの

内科的なものでした。

1 学期は、草刈り大会や新入生歓迎球

技大会、FFO 八重山大会等、行事が盛

りだくさんでしたね。 毎回行事の度に

八重農生のパワーはスゴいな～と感心さ

せられます(*^_^*) 2 学期の大運動会

も、さらにパワーアップしたみんなの姿

が見れることを楽しみにしてます！

Fight～
・ 感染性胃腸炎３名 感染症の広がりはありませんでした (#^.^#)

２学期もこの調子で感染症に負けなかいらだ作りを❕
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熱 中 症とは・・・室温や気温が高い中での作業や運動により、体温の調節機能が働かなくなり､
体内の水分や塩分（ナトリウムなど）のバランスが崩れ、発症する障害の総称です。

※ 夏休み期間の部活動や課外活動等においても、熱中症に十分に気を付けて下さい！

熱中症を起こすおもな条件? どのような場所でなりやすいか？ どのような人がなりやすいか？

【環境】 【からだ】 ・高温、多湿、風が弱い、輻射熱 ・脱水症状のある人（寝不足や欠食時）

・気温が高い ・激しい労働や ・（熱を発生するもの）があるなどの環境下） ・高齢者、幼児

・湿度が高い 運動によって体 ・工事現場、運動場、体育館、 ・肥満の人

・風が弱い 内に著しい熱が ・一般の家庭の風呂場 ・過度の着衣

・日差しが強い たまる ・気密性の高いビルやマンション ・普段から運動していない人

・急に暑くなった ・暑い環境に体が ・ 窓を閉め切った車中 ・暑さに慣れていない人

・照り返し、輻射 充分に反応でき ・病気の人、体調の悪い人

熱が強い ていない

熱中症 重症度１ 熱中症 重症度２ 熱中症 重症度３
（現場での応急処置で対応できる軽度） （病院への搬送を必要とする中等度） （入院して集中治療の必要性のある重症）

・めまい、たちくらみ ・頭痛 ・意識がない、痙攣

・筋肉のこむらがえりなど ・気分の不快 ・呼びかけに対する返事がおかしい

・大量の発汗等 ・吐き気、嘔吐 ・まっすぐに歩けない

・倦怠感、虚脱感等 ・高体温等

1 涼しい環境への避難
（風通しの良い日陰やクーラーのある室内へ） 自力で水が飲めない、

2 脱衣と冷却 意識がない場合は
（衣服をゆるめる、氷や水で首や脇の下、足の付け根を冷やす）

3 水分や塩分の補給

（意識がはっきりしない場合、経口摂取は厳禁） すぐに救急車を要請しましょう！

4 医療機関へ運ぶ

① こまめな水分補給

のどが乾いてからでは手遅れ。

乾きを感じなくてもこまめに水分補給を！

② 暑さ対策

扇風機やエアコンを上手に使って室温調節を

しましょう。また日傘・帽子の活用、衣服選びも

重要です。
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2019/7/19 

笠井 綾香（教育相談係） 

 
 

                        

                          生命の水とみどりのある場所。 

                    ほっと一息つける場所。 

                    元気になれる場所。 

                          
 
 

  「夜回り 先生」こと水谷修さ ん から、夏休みの過ごし方の提案です！ 

 
「 水谷からお願いがあります。週に 日でいいですから、 1 何もしない日をつくってほしいということです。かと言

って、家の中でごろごろは困ります。自然の豊かなところ、あるいは楽しい思い出や美しい思い出のある場所へ

行ってみて下さい。きれいな花をながめたり、小鳥のさえずりを聞いたりして、美しい自然の中でただただぼんや

りとしてみて下さい。ぼんやりしていることにあきたら、ともかくいっぱい歩いてみて下さい。きっと、君たちの人生

が変わります。もう１つのお願いは、週に 日、人のために何かする日をつくって下さい。家で掃除、洗濯、家1
族の仕事を手伝う。近くのお年寄りの手伝い。家の周りの道路の掃除。きっといっぱい君たちに返ってくる「あ

りがとう」 の言葉が、人の為に生きることの喜びを教えてくれます。携帯電話やゲー ムなしでは 日を過ごせな1
い。友達と一緒じゃなければ・・・・等。１人でいることを恐れ、嫌い、いつも誰かとつながろうとする。そしてただ

漠然と時を過ごしていませんか？ぜひ、１人で自分に向き合う時間を作ってください。また、人のために生きる
喜びを感じる時間をつくってみてください。」 （水谷修著 「あおぞらの星」 より）  
                         

                       ★夏休みも相談ＯＫ！ の日は利用できます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

 

日 月 火 水 木 金 土 
     ７／１９ ２０ 

２１ ２２ 
  ★ 

２３ 
  ★ 

２４ 
  ★ 

２５ 
オンプール 

２６ 
ムラプール 

２７ 

２８ ２９ 
 

３０ 
 

３１ 
   

８／１ 
   

２ 
   

３ 

４ ５ 
  ★ 

６ 
  ★ 

７ 
閉庁日 

８ 
閉庁日 

９ 
閉庁日 

１０ 

１１ １２ 
   

１３ 
 ウンケー 

１４ 
 ナカビ 

１５ 
ウークイ 

１６ 
   

１７ 
 

１８ １９ 
  ★  

２０ 
  ★ 

２１ 
  

２２ 
  

２３ 
   

２４ 
 

２５ ２６ 
  ★ 

２７ 
  ★ 

 

２８ 
  ★ 

２９ 
 始業式★ 

３０ 
  ★ 

 

教育相談室だ よ り  
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★ 各種相談機関と連絡先をのせておきます。学校の先生に相談できないとき、誰かに話

を聞いてもらいたいとき、相談にのってくれる場所があることを覚えていて下さい。 

あなたが、あなたの大切な人とともに、実り多い時間を過ごせますように！ 

２学期、元気な笑顔のあなたに会えるのを楽しみにしています。（教育相談班より） 

 

 

  機 関 名 担当課・受付時間等 連 絡 先 

石

垣

市

内 

1 八重山農林高校 教育相談係・養護教諭 0980-82-3955 

2 県立八重山病院 こころ科 0980-83-2525 

3 やしのきクリニック 心療内科 0980-88-1184 

4 沖縄県 八重山保健所 地域保健班 0980-82-3241 

5 沖縄県 八重山福祉事務所 子ども生活福祉部 0980-82-2330 

6 沖縄県中央児童相談所 八重山分室 八重山合同庁舎内 0980-88-7801 

7 石垣市青少年センター 平日 8:30～17:15 0980-82-1030 

沖

縄

本

島 

8 沖縄県立総合教育センター 教育相談研究室 098-933-7537 

9 子ども若者みらい相談プラザ 
ｓｏｒａｅ（ソラエ） 沖縄県総合福祉センター内 098-943-5335 

10 沖縄県女性相談所 
平日 8:30～17:15 

土日祝日 8:30～6:30 
098-854-1172 

11 沖縄県性暴力被害者 
ワンストップ支援センター 平日 9:00～17:00 #7001 

098-888-2060 

電

話

相

談 

12 強姦救援センター・沖縄 REIKO 水：19:00～22:00 
土：15:00～18:00 098-890-6110 

13 沖縄いのちの電話 フリーダイヤル 
毎日：10:00～23:00 098-888-4343 

14 子ども人権１１０番 フリーダイヤル 
平日 8:30～17:15 0120-007-110 

15 チャイルドライン支援センター フリーダイヤル 
毎日 16:00～21:00 0120-99-7777 

16 沖縄県警ヤングテレフォンコーナー フリーダイヤル 
平日 9:30～18:15 

098-862-0111 
0120-276-556 

17 よりそいホットライン 24 時間 年中無休 0120-279-338 
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2019 年度 夏休みの管理当番について【農場部】 

 

夏休み中の管理当番は、体験学習や動植物の管理、２学期の準備

等を行う大切な実習です。各学科・教科の計画と注意事項を確認し

取り組みましょう。 

 

夏季管理当番の注意事項 
 

注意１ 夏季休業中における管理当番は、通常の授業と同じ実習 

です。ですから、夏季休業中の管理当番実習においても 

制服で登下校します。 

 

 注意２ 「身なり」、「携帯電話」、「染髪」等の通常学校で行う指 

導についても指導を行います。（実習させないこともあり 

ます。欠席扱いになりますので注意してください） 

 

 注意３ 各学科・教科で計画された通りに登校し実習を行います。 

     ※２学期の農業実習・専門科目の評価及び年間の評価と 

して扱います。 

 

 注意４ 各学科・教科で決められた時間に遅れないように時間前 

に行動しましょう。 

 

 注意５ 特別な理由があり欠席をする場合は、事前に担当の先生 

に連絡し、欠席理由を伝えるようにしましょう。 

八重山農林高校の電話番号（0980-82-3955） 

 

 注意６ 登下校の時には、自転車の安全運転に心がけて下さい。 

 

 注意７ 実習中は健康管理に気をつけ、何かあれば担当の先生に 

相談しましょう。 

 

 注意８ その他、各学科・教科にて注意事項・連絡があります。 
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