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　将来の夢は、宇宙開発の仕事をすること。小
学2年生のときに、宇宙探査船「はやぶさ」の
ことを知って、宇宙工学に興味を持ちました。
　昨年、高校で開かれた東大の教授の特
別授業に参加し、ナノテクノロジーを使った医療の話や、太陽電池と発
光ダイオードの話を聞いて、未知の科学の面白さを体験することができま
した。このように実際に最先端の研究に接するチャンスに恵まれ、目指し

ている夢が少しずつ現実に近づいたような気がします。今後は、国際的な場で働くためにいろんな分野を勉強し、
宇宙開発を通じて社会に貢献するような人になりたいと思っています。

信じよう！夢の力

●大学等との連携による特別授業
　平成２２年度は、熊本大学や熊本県立大学などから講師を招き、３５の県立高校と２２の私立高校
で特別授業や講演会などを行いました。
●東京大学視察研修事業
　平成２１年度から行っている本研修では、毎年４０人程度の高校生が東京大学へ行き、教授の講話を聴いたり、最先端研究
施設を見学しています。他にも、教授や学生との交流会を通して、東京大学のキャンパスライフを実感することができます。
●海外大学進学支援事業
　本年度から海外大学へ進学・留学を希望する生徒に対して、「海外大学入学対策講座」や「海外進学説明会」などを実施しています。

■お問い合わせ先／◎県立 高校教育課 ☎096-333-2685  ◎私立 私学振興課 ☎096-333-2062

●高校生のインターンシップ
　平成２２年度は、県立高校で６４校、６，874人の生徒が、私立高校で１５校、
１，６２１人の生徒が就業体験を行いました。

●県立農業大学校の新規就農支援研修
　平成１７年度から行っている本研修は、社会人を中心にこれまでに２２８人が受講し、新たに
農業を始めたり、農業法人へ就職したりしています。

■お問い合わせ先／県立農業大学校  ☎096-248-1188検 索熊本県新規就農相談ウェブサイト

小田 雅人さん
おだ 　 まさと

　インターンシップでは、生
徒さんに教えるつもりで受け入
れていますが、元気な挨拶な
ど、こちらが教えられることも
多々あります。
　生徒さんにとっても、若いう
ちから現場を体験し将来を具
体的に考えることができる良い
機会。研修が終わる頃には現
場のすごさや、やりがいを実感してくれているようです。仕事に対
する心掛けも教えており、生徒さんたちが社会に出た時、当社で
経験されたことや考えたことが少しでもプラスになればうれしい
です。

　小さな頃から自動車や飛行機などに興味があり、熊本工業高校
の機械科に入学。インターンシップでは、パソコンを利用し、長さ
や幅などの寸法を図面に記入したり、部品の組み立て作業を行ったりしました。現場
には仕事に対する責任感やプレッシャー、達成感があり、ますます機械関係の仕事に
興味が湧きました。
　また、どんな仕事にも人との関わり、コミュニケーションが大切だと実感したことは、
社会に出て必ず役に立つと思います。高校卒業後すぐに就職し、若いうちからたくさ
ん経験を積み、機械関係のエンジニアになることが夢です。

道を拓く！
現場を知って
自分の道を拓く！

江藤 高男さん
えとう 　 たかお

自立する夢！
研修で見えた
農業で自立する夢！

松熊 純一郎さん（熊本市）
まつくま じゅんいちろう
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　大学・高専・高校に
通う学生の独創的で

ユニー

クなビジネスプランを
募集し、表彰者へ創業

に必

要な知識を学べる研修
を行うなど、起業に興

味を

持つ若者を応援する事
業。

学生発ベンチャー・夢挑戦
ビジネス大賞

■お問い合わせ先
　　　　 産業支援課

  ☎096-333-2318

検 索

学生発ベンチャー
・夢挑戦ビジネス

大賞

　生活保護世帯や児
童養護施設等から、自

分の「夢」の実現に向け
て大学等に進学する高

校生等に対し

て、安心して就学でき
るように生活費を貸し

付ける制度。
生活保護世帯、児童養

護施設等からの進学
応援資金

■お問い合わせ先／生
活保護世帯の方は 社会福

祉課  ☎096-333-219
8

児童養護施設入所等の
方は 子ども家庭福祉課 

 ☎096-333-2228

　「夢」の実現に向けて
、生活保護世帯から熊

本県

立大学に進学を希望す
る県内高校生を対象と

した

推薦入学制度。合格者
は入学金免除、授業料

相当

額の奨学金給付を受け
られます。

“くまもと夢実現”推
薦入学制度

■お問い合わせ先
　　　  熊本県立大学

  ☎096-321-6610

検 索

くまもと夢実現推
薦入試

検 索
熊本県夢応援進学

株式会社 熊本アイディーエム

真和高等学校  1年 赤星 真里さん
あかほし   ま  り

熊本工業高等学校　機械科　3年

　大学との連携による特別授業では、大学教授から夢のような最先端分野の研
究の話を聞いて、生徒たちは感銘を受けたようです。小田君も特別授業を受けて、東京
大学の視察研修にも参加したいと言っています。
　これらの事業を通して、生徒たちの徐々に生まれてくる夢を実現させてあげられるよう
に、バックアップしていきたいと考えています。
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小田 雅人
おだ 　 まさと

真和高等学校  1年真和高等学校  1年

夢実現
最先端を肌で感じ
夢実現への一歩を！

岩﨑 敏信さん
いわさき  としのぶ

真和中学・高等学校  進路指導部長

最先端を肌で感じ

夢

■お問い合わせ先／◎県立 高校教育課 ☎096-333-2717  ◎私立 私学振興課 ☎096-333-2064

検 索
熊本県要保護児童進

学応援

　自分で農業をやりたいと思ったきっかけは、子どもが生まれ
て、食の安全・安心に対する思いが強くなったことです。どうす
れば就農できるか調べていた時、県立農業大学校の新規
就農支援研修を見つけ、8ヵ月の研修に参加。いろいろな野
菜の栽培はもちろん、農業機械の使い方などを講義や実習で
学んだほか、農家への派遣実習にも行きました。
　研修は、「この野菜をやってみたい」とか、「農業で自立する」
という具体的な方向性を定めるのに、とても役に立ったと思っ
ています。夢は、独立し、生産から物流、販売まで手掛ける農業
法人を立ち上げることです。

有限会社 ベジタブル・ユー

かばしま

　「ふるさと納税」は、ふるさとの自治体に寄附をすると、一定の限度内で所得税と
住民税が軽減され、実質２千円の負担でふるさとの自治体を応援できる制度です。
　「くまもとの夢」を実現するための様々な事業に大切に活かされますので、「ふる
さとくまもと」への応援をよろしくお願いします。

ふるさと納税で「くまもと」を応援してください！

■お問い合わせ先／障がい者支援課 ☎096-333-2236

　県では、障がいのある方に対する県民の理解を深め、権利を擁護する取
り組みを進めるための条例を７月１日に制定しました。障がいのある方が差
別を受けたり、暮らしにくさを感じたりしないよう、皆さんで共に支え合い、
助け合う地域社会を築いていきましょう。

「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」を制定

県政トピックスT O P I C

■お問い合わせ先／税務課 ☎096-333-2098
検 索障害　熊本づくり検 索熊本県　ふるさと納税
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東大の教授の特
に参加し、ナノテクノロジーを使った医療の話や、太陽電池と発に参加し、ナノテクノロジーを使った医療の話や、太陽電池と発に参加し、ナノテクノロジーを使った医療の話や、太陽電池と発

物理部で宇
宙工学など

について研
究研究中

目標に向か
ってがんば

る若者と、

それをサポ
ートする県

の取り組み
を紹介しま

す。
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おいしいトマトを全国各地へ出荷しています

部品特性の説明
を受け組み立て

ます

夢に向かって

テイクオフ
！

自分の将来
もキチンと

はかってい
かなきゃ！

自分の力で未来を切り拓いていきたいネ！

http://www.kmt-ti.or.jp/contents.cfm?id=350
http://www.pu-kumamoto.ac.jp/nyusi/university/youkou/tokubetsu_index.htm
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/7/jisyukansingakukyuhu.html
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/173/kasituke.html
http://www.kuma-farm.jp/
http://www.pref.kumamoto.jp/site/furusatonouzei/
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/29/syougaisyajourei.html

