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　12月に入り2019年のカ
レンダーも残り一枚とな
り，今年もあと1か月しか
ないことに気付きました。
昔から日本では12月を師

走（しわす）と呼びます。
　師走とは，師（お寺のお坊さん）が，お
経をあげるため檀家を忙しく走り回った姿
から発生したという説が有名です。しかし，
忙しく走り回るのは，なにもお坊さんだけ
ではありません。
　私たちも「年賀状作り（書き）」「大掃除」
「正月の準備」など，どの家庭でも忙しく
なるのがこの時季です。しかし，忙しい中
であっても生徒の皆さんには心に「ゆとり」
をもって日々の生活を送ってもらいたいで
す。私もそのように心がけたいと思います。
　また，この時季は日暮れも早いので登下
校で「交通事故」などには気を付けてくだ
さい。
　2019年もしっかりした気持ちで終えて，
新しい年の令和2年を迎えられるように，
あとわずかな日々を悔いの残らないよう過
ごす努力をしてほしいものです。
　さて，私事ではありますが，今年３月に
奉職以来38年間勤務させていただきました
が，定年退職となりました。永きにわたり

教育一筋に大過なく職務を全うすることが
できたこと，また多くの教え子たちと出会
えたことで，人間として成長させてもらい，
引き続き4月からも本校に勤務させていた
だいております。
　私は大学を卒業（昭和56年）して，すぐ
に本校に採用され勤務することになりまし
た。たくさんいる教え子の中でも取り分け，
その年に入学してきた生徒たちが一番印象
に残っています。その教え子たちが今年の
6月に私の還暦祝いをしてくれました。懇
親会の中では当時の懐かしい思い出話に花
が咲きました。教え子たちも53歳になりま
すが，その時だけは乙女心に戻り私は青年
教師に立ち返って大変楽しいひとときを過
ごすことでした。私自身ほんとうに感謝に
堪えませんでした。
　最後に，楽しい学校，いじめのない学校
を目指すためにも，生徒たちが明るく元気
に過ごし，級友とともに学び，学力向上も
図り，有意義な残り少ない2学期が過ごせ
るように，教職員力を合わせて頑張ってま
いりたいと思います。
　本年度の学園スローガン「成し遂げろ」
を締めくくることができる最後の12月にし
たいです。保護者の皆様のご支援をお願い
いたします。

師走と教え子たちとの思い出

教　頭　山 下　正 行
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　10月25日（金）の１限目から３限目に妙円寺参りを行いました。

　本校から日置市にある徳重神社まで部活動生を先頭に全校生徒で歩き，徳重神社に着いてからクラス

ごとにお参りをしました。坂道なども多く疲れた様子の生徒もいましたが，けがなどなく学校まで帰っ

てくることができました。

妙円寺参り

妙円寺参りの様子

▲ 徳重神社にむけて行進中

▲ 徳重神社に到着しました
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進学体育科３年Ｂ組
上里　朝輝 くん

（沖縄県名護中出身）

　関ヶ原の戦いで島津義弘
軍が敵中を突破して帰還し

たことからこの妙円寺詣りが始まったと聞き
ました。私たちは学校から徳重神社までの短
い距離ですが当時の方々は数々の苦難を乗り
越えてきていると思います。私もあと少しで
卒業し，次のステップに進みますが，島津義
弘軍のように粘り強く頑張っていきたいと思
います。

商業科　３年
大園　麗名 さん
… （緑丘中出身）

　私は，関ヶ原の戦いでの
島津義弘公の気持ちを考え

ながら，妙円寺詣りを楽しむことができまし
た。とてもきつかったけれど，最後まで歩
きった時の爽快な気分は忘れることができま
せん。特に今回は，最後の妙円寺詣りでした
ので良い思い出ができました。これからそれ
ぞれの道に進みますが，苦難に乗り越えられ
るよう頑張って行きたいと思います。

▲ クラスごとにお参りをしました

▲ クラスごとにお参りをしました ▲ みんなの帰りを出迎えました
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　11月３日（日），吹上浜の入来浜で，ゴミコレクションが開催され，本校のヘアーデザイン科とトータ

ルエステティック科の生徒がヘアメイク，ファッションデザイン科の生徒がモデルとして参加しました。

　このファッションショーは，アーティストのカズヒロハカタさんが入来浜で拾ったゴミを素材に制

作した衣装を発表するもので，生徒たちは，日ごろの学習の

成果を発揮して，衣装に合わせてヘアメイクやネイルを施し，

またモデルとして観客の前で熱心にパフォーマンスを披露し

ました。

吹上浜ゴミコレクション
～ビューティフル・サンディ・ビーチ～

ヘアーデザイン科３年
田島　凪 さん

（川内北中出身）

　私は，ファッションショー
のスタッフとして参加しまし

た。現場のプロの方と打ち合わせをして，作品
を作り上げていく中，なかなか思いどおりのヘ
アスタイルができずに苦戦した部分もありまし
た。ヘアセットの難しさを改めて知り，技術の
勉強ができ，良い経験となりました。

ファッションデザイン科1年
竹内　愛乃 さん

（清水中出身）

　私は，ハカタカズヒロさ
んのファッションショーで

モデルを担当させていただきました。吹上浜
のゴミで制作された衣装を着て，ヘアーデザ
イン科，トータルエステティック科のみなさ
んにとても素敵にしていただきました。たく
さんの貴重な経験と出会いがあり，有意義な
一日になりました。

トータルエステティック科2年
神薗　珠瑠 さん

（川辺中出身）

　私は，ネイル制作とメイ
クを担当させていただきま

した。始めはどのようなメイクがいいのか悩
みましたが，先生と考えながら良いメイクが
できたと思います。ネイルもプラスティック
やボタンを使用して衣装にあったデザインに
仕上げられたと思います。

▲ 入来浜で衣装を披露しました

▲ ヘアメイクの様子
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　11月15日(金) ～ 17日(日)、熊本県菊地市総合体育館にて、全九州高等学校空手道新人大会が行われ

ました。本校空手道部は南九州ブロックに出場し，男女ともに団体組手，個人組手において優秀な成績

を残しました。特に南九州ブロック男女団体組手優勝は平成12年以来19年ぶりの快挙となりました。

空手道部 全九州高等学校空手道新人大会 大活躍!!

男女団体組手優勝

全九州−68㎏級 優勝（男子）
山下　慶人 君

南九州−68㎏級 ３位（男子）
瀬戸口　海心 君

南九州−68㎏級 ３位（男子）
本坊　幹太 君

南九州−61㎏級 準優勝（男子）
寺師　幸多郎 君

南九州−58㎏級 ３位（女子）
藤崎　華花 さん

南九州＋59㎏級 優勝（女子）
全九州＋59㎏級 準優勝（女子）

松本　妃菜 さん
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　男子バスケットボール部です。現在３年生８名，２年生４名，１年生２名，マネージャー３名の計1７

名で活動しています。部員の半分は高校からバスケットボールを始めた生徒ばかりですが，チーム内で

切磋琢磨し，スキル向上を図っています。「日置地区大会優勝」と「県ベスト1６」という２つの目標を持ち，

日々頑張っています。

　またバスケットボール部では，技術・知識は勿論ですが，バスケットボールができるという環境に感謝し，

仲間・試合相手に対するリスペクトの気持ちを大切にし，日々活動しています。また，あいさつ・返事な

どの礼儀作法や集団行動におけるマナーなどといった人間力の向上を常に目指し，取り組んでいます。

　今後もバスケットボールのスキル向上及び人としての成長，大会での目標達成をできるように頑張っ

ていきたいと思います。

尊敬・対話・信頼
～バスケットボールができる環境に感謝～

男子バスケットボール部

調理科2年Ａ組
有川　純世 くん

（福平中出身）

　私は，男子バスケット
ボール部の主将になり，約

5か月が経とうとしています。チームをまと
める難しさを感じていますが，冬の期間に
チームとして力を付け，県新人戦ではベスト
16に入れるように頑張りたいです。応援よろ
しくお願いします。

調理科2年B組
中尾　鈴菜 さん

（紫原中出身）

　マネージャーは裏方の仕
事ですが，とても大変です。

しかし，いいプレーが観れた時や試合に勝っ
た時は，プレーヤーと同じくらい嬉しいです。
また，プレーヤーから「ありがとう」と言わ
れると，それだけでどんなにきつくても頑張
れます。これからも部員一人ひとりを支えら
れるよう，日々励んでいきたいと思います。

▲ 高校総体後の集合写真
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　今年度の女子バスケットボール部は，３年生７名，２年生６名，１年生６名の計1９名で活動しています。

　10月の選手権大会県予選も終わり，１・２年生主体の新チームになり，県大会上位進出を目標に掲げ

て，日々頑張っています。高校からバスケットボールを始めた生徒も多くおり，仲間と切磋琢磨し，コー

トで満開の花を咲かせるべく，技術の向上を図っています。

　また，先日は「全日本大学レスリング選手権大会（鹿児島国体リハーサル大会）」の補助員として参加し，

部活動以外のボランティア活動にも力を入れています。

　応援よろしくお願いします！

普通科2年Ａ組
和志武　紗華 さん

（松元中出身）

　私は，今回新キャプテン
になりました。新チームは

「ベスト8」をテーマにしています。チーム
メイトとの関係を深め，互いに支え合いたい
と思います。そして，チームスローガン「咲
け」のように，コート内で，一人ひとりが咲
き，良い結果を残せるように，日々の練習を
頑張り，日常生活でも気を抜くことなく取り
組みたいと思います。

ヘアーデザイン科1年
若松　ひなの さん

（川内北中出身）

　私は，バスケットボール
を高校から始めた初心者で

すが，チーム目標である「ベスト8」を達成
できるように，チーム全員で，日々努力して
います。
　また，部活動だけではなく，美容師になる
という将来の夢のために，専門教科の勉強と
の両立も頑張っていきたいです。

咲け ～ 百 花 繚 乱 ～

女子バスケットボール部
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　いよいよ12月。まもなく２学期も終了します。サンライズマンションで生活する３年生にも退寮が近

づいてきました。親元を離れて，学校生活はもちろん自炊など身の回りのことまでも自分自身でやって

きた３年間，仲間との楽しい思い出もたくさんできたことでしょう。

～サンライズ便り～

社会福祉科　３年
峯﨑　加奈 さん

（市来中出身）

　私はサンライズマンショ
ンに入寮してから，家事と

勉強の両立がとても大変でした。ですが，こ
の寮に住む周りの友人たちも同じように生活
を送っているので，自分自身の励みになりま
した。また，入寮したことで親の大変さや有
難さを実感し，心から感謝の気持ちを持つこ
とができています。高校生活は残りわずかと
なってきましたが，私には卒業前に国家試験
合格という大きな目標があります。感謝の気
持ちを忘れず，合格に向けて最後まで充実し
た高校生活を送りたいと思います。

普通科　３年Ｆ組
家村　穂乃花 さん

（蒲生中出身）

　サンライズマンションに
入寮してから早いもので３

年が経とうとしています。最初は不安がいっ
ぱいで，なかなか慣れない生活でしたが，今
では学校生活にも慣れ，学校にもサンライズ
マンションにも友人ができ，楽しく充実した
日々を送っています。自分で身の回りの家事
をするようになり大変なこともたくさんあり
ましたが，３年間寮生活を送るうえで，たく
さんの人に支えられ見守られながら自分なり
に成長できたと思っています。

▲ サンライズマンションで過ごした３年生の仲間です。

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／マンションサンライズ
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　１１月２日（土），第６７回文化祭を実施しました。当日は，晴天に恵まれ，大きなトラブルもなく，無

事に文化祭が成功しました。今年の文化祭のスローガンは，『集え。最高の仲間たちよ，そして感動を。』

を掲げました。生徒会を中心にプログラムの作成や音声チェック，会場設営など，前日遅くまで取り組

みました。舞台発表からバザーまで，すべてが充実した最高の文化祭になったと思います。

　また，文化祭のイラスト作成はファッションデザイン科３年仮山愛美さんが担当し，テーマ考案は進

学体育科２年長谷川風斗くんが担当してくれました。

　今回の文化祭で，より一層学校全体の雰囲気が良くなったように感じています。今後とも行事が続き

ます，地域の皆様や保護者の皆様には，そのたびにご協力いただくとともに，ご迷惑おかけする場面も

あるかと思いますが，全校生徒で全力を尽くして頑張りますので，応援の程，よろしくお願いいたします。

第67回　文化祭
集え。最高の仲間たちよ，そして感動を。

舞台発表の様子

バザー・展示の様子
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

～ 専門知識及び一般教養の学力水準の向上 ～教 務 部 か ら

教 務 部 か ら

文化祭！後援会バザー！大盛況！
　令和元年も残すところあと１か月になりました。２学期は多くの学校行事も実施されました。（体育祭・

文化祭・文化公演など）保護者の方々も学校に来校する機会の多い学期でもあり，生徒たちの普段とは

違う姿を見る機会も多かったと思います。さらに，文化祭の後援会バザーにおいては、各家庭から今年

も多くの品物を提供していただき，前日から役員の皆さん総出で値付けを実施しました。当日は朝から

後援会バザーを楽しみに待っていらっしゃる方々が行列をつくり，大盛況のうちに文化祭を終えること

ができました。多くの方々にお買い上げいただき感謝の気持ちでいっぱいです。今回の後援会バザーの

売上金額は￥９5，2３1となりました。本当にありがとうございました。

文化祭当日、多くのお客様にご来場頂き大盛況でした！



－11－

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊生 徒 指 導 部 か ら

生 徒 指 導 部 か ら～ 感 動 的 な 高 校 生 活 を サ ポ ー ト す る ～

　今年も残すところ1か月となりました。令和最初の年は皆さんにとってどのような1年だったでしょう
か。これまでの勉強や生活を振り返り，新しい年に向けて計画的に過ごしましょう。また，この時季は
寒さも増し，空気が乾燥することでウイルスに感染しやすくなります。特に風邪やインフルエンザにか
からないよう，体調管理に気を配り身体をゆっくり休めましょう。また，年末年始はイベントなどで多
くの人が集まります。開放的な気分になり，問題行動を起こすことがないようにしてください。

　◎インフルエンザにかからないために

　1　流行前のワクチン接種
　２　飛沫感染対策としての咳エチケット
◦普段から皆が咳エチケットを心がけ，咳やくしゃみを他の人に向けて発しないこと。
◦咳やくしゃみが出るときは，できるだけマスクをすること。とっさの咳やくしゃみの際にマスクが
ない場合は，ティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い，顔を他の人に向けないこと。

◦鼻汁，痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て，手のひらで咳やくしゃみを受け止めた
時は，すぐに手を洗うこと等を守ることを心がけてください。

※飛沫感染対策ではマスクは重要です。
特に感染者がマスクをする方が，感染の拡散を抑える効果は高いと言われています。

　３　外出後の手洗い・うがい
　４　適切な湿度の保持
　　　湿度５０～ ６０％を保持
　５　十分な休養とバランスの取れた栄養摂取
　６　人混みや繁華街への外出を控える。
　　　外出するときは，不織布製マスクを着用してリスクを下げる。

　※意外と知られていない正しい手洗い・うがいの仕方

〇手洗いの仕方
1　流水でよく手をぬらす。
２　石鹸を泡立て，手のひらと甲をよくこする。
３　指先，爪の間，指の間を念入りにこする。
４　手首を忘れずに洗う。
５　清潔なタオルでよく拭き，乾かす。

〇うがいの仕方
1　水を口に含み，口を閉じて強くグチュグチュしながら洗い流す。
２　もう一度水を口に含み，上を向いて喉の奥でガラガラうがいをする。（ガラガラうがいは３回行う。）
３　1０秒～ 1５秒ほどして水を吐き出しましょう。

規則正しい生活で
充実した冬休みを過ごしましょう
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進 路 指 導 部 か ら

進 路 指 導 部 か ら

～ 未 来 を 担 う 生 徒 た ち の 夢 を サ ポ ー ト ～

　10月３0日（水），進路情報センター昭栄広報主催の「伊集院地区進学説明会」が日置市伊集院総合体育館

で開催されました。本校からは２年生の進学希望者11８名が参加し，県内外の大学・短期大学・専門学校

が各ブースに分かれて，学校の特色や入試に関する情報について分かりやすく説明をされていました。

参加した生徒たちは熱心に話を聞き，来年の進路決定に向けて良い機会となりました。

進学説明会について
～２年生進路ガイダンス～

調理科2年Ａ組
今井　優雛 さん

（川内北中出身）

　10月30日（水），日置市伊
集院総合体育館で開催され
た伊集院地区進学説明会に

参加させていただきました。色々な学校がそ
れぞれの学科や教育方針を説明してください
ました。これから先，しっかりと勉強し自分
の希望する学校に進学できるよう準備してい
きたいと思います。

普通科2年Ｆ組
倉内　瑞生 君

（西陵中出身）

　僕は将来サービス関係の
職に就きたいと思っていま

す。人とのコミュニケーションで成り立つ仕事
だからです。今回伊集院地区進学説明会に参
加させていただき，いくつか興味を持った学
校がありました。将来「生きがい」を感じる
仕事を見付けるために，学校生活を充実させ，
準備したいです。

▲ 各校の説明を聞く生徒たち
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中高連絡部・広報企画室から

中高連絡部・広報企画室から

～少子化時代に生き残る募集活動を展開しよう～

　10月2６日（土）、第２回体験入学が実施されました。参加した中学生はそれぞれ具体的な進路決定も視

野に入れた体験入学となっており，その取組も真剣そのものでした。来る令和の時代を彩る素晴らしい

才能を持った生徒たちが入学してきてくれることを全校生徒職員心待ちしています。

第２回　体験入学を終えて
充実した体験入学ができましたありがとうございました。

ヘアーデザイン科1年
地頭　璃星 さん

（生冠中出身）

　10月26日（土）美容師に
興味を持つたくさんの中学

生が参加してくれました。みんなの一生懸命
な姿に驚かされました。同じ道を目指すもの
同士で勉強する機会ができればとてもありが
たいと思っています。来年4月ここ城西でた
くさんの新入生と共に新たな伝統を作ってい
けるよう私たちも頑張りたいと思っています。

普通科1年
（アプリケーションコース）
東　龍弥 君

（吉田南中出身）

　7名の参加者と充実した
時間を過ごすことができました。中学生の質
問の中にはかなりハイレベルなものもあり驚
かされることもありましたが，楽しく時間を
過ごすことができたこと，嬉しく思いました。
中学生のみなさんもさることながら私たちも
充実した1日となりました。

▲ 第２回体験入学 それぞれ熱心に取り組んだ中学生たち
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特別支援教育部から

特別支援教育部から

～ な に ご と も　 助 け 合 っ て　 精 い っ ぱ い ～

　今年も普通科共生コースと福祉共生専攻科によるそれぞれの活躍がそれぞれの場で見られました。１

年生は手芸の授業で作成した刺し子の弁当包みや俳句などの展示，２年生は授業で一生懸命練習をして

きたダンスの披露，３年生はフライドポテト&チキンナゲット，フランクフルトの販売。福祉共生専攻科

はフランクフルト＆焼きそばの食品販売をしました。

　前日までの準備から本番まで，計画や係の振り分けなど，一人一人が積極的に取り組み協力し合った

ことで，各HRが以前より団結力を深められたことと思います。

　また，ご来場いただいた保護者の皆様や地域の方々に，「上手だったね！」，「ごちそう様でした，おい

しかったです。」など感謝の言葉やお褒めの言葉をいただいて，生徒たちもますますやる気に満ち溢れた

ことと思います。お忙しい中，ご来場いただいたたくさんの方々に対し，厚くお礼申し上げます。

文化祭　～みんなで最高の思い出を～

▲ ２年生によるダンス披露

▲ 展示品コーナー

普通科2年Ｅ組
石川　翔大 くん

（谷山北中出身）

　11月2日（土）に待ちに待っ
た文化祭がありました。最初

は失敗するかと思っていたダンスでしたが，大
成功で終わることができました。午後からの物
品購入では，美味しい物から面白いことまで沢
山ありました。来年度は，私たちがバザー出店
する番なので，頑張りたいです。

普通科３年Ｄ組
有田　恵礼菜 さん

（川辺中出身）

　私たち３年生は，バザー
出店をしました。私は，調

理を担当しました。文化祭で初めての調理で
したが，油で長時間揚げたりすることが大変
でした。不慣れだったからこそ，揚がってい
るか不安だったけど，しっかり揚がっていて
良かったです。とても良い経験になり，楽し
かったです。
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　今年も11月２日（土），文化祭が実施されました。天候にも恵まれ，一般の方々も多数お見えになり大

いに賑わいました。

　１年生は高校生になって初めての文化祭でしたが，「あげていこうーぜ！」を店名にフライドポテト

の販売を行い，３年生はヘアメイクショーの舞台発表を行いました。１年生のフライドポテトは早々

に完売し，３年生では昨年から舞台発表をしており， このことを３年生の恒例とし，３年間学んだこと

を文化祭の舞台で発表してもらえたらと思います。

　また，ヘアーデザイン部では昨年同様，手作りのヘアアクセサリーを販売しました。レースやリボン，

ボタンなどを組み合わせ，おしゃれに作りました。慣れない作業でしたが，生徒たちは心を込めて一

生懸命作っていました。

文化祭無事終了！

▲ ヘアメイクショー (３年生)

▲ フライドポテト販売（1年生）

ヘアーデザイン科３年
小松　季子 さん

（蒲生中出身）

　私たちは，文化祭で世界
をテーマにしたヘアメイク

ショーをしました。私は，ヨーロッパを担当
し，メイクは夜暗くても家がわかる町イタリ
アのブラーノ島，ヘアセットはドイツにある
ベルリン国立美術館第1章「15世紀，宗教と
日常生活」のクロスや照明をイメージし，観
光地を取り入れクールなヨーロッパにし，納
得する作品ができてよかったです。

ヘアーデザイン科1年
橋口　光葉 さん

（武岡中出身）

　高校生になって初めての
文化祭で私たちはフライド

ポテトを販売しました。道具や材料の準備，
ポスターや看板などそれぞれ役割分担をして
無事成功させることができました。しかし，
今回の上手くいかないこともあり，色々なこ
とを学びました。来年も販売をすることに
なったら今年の反省点を活かし，よくしてい
きたいと思います。
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　去る11月２日（土），201９年文化祭にて，私たちトータルエステティック科は，「ワンコインビュー

ティーサロン」を開店し，エステ・ネイル・ボディジュエリーと３種類の「美」を提供しました。３

年生は最後の文化祭ということで，物品販売（チーズボール）も実施。１年生も負けじと「パンケーキ」

を販売しました。エステも物品販売もたくさんのお客様がお越しになり，大盛況でした。

☆ワンコイン・ビューティーサロン開店☆

トータルエステティック科３年
大良　ゆりか さん

（伊敷中出身）

　私たちのクラスは，チーズ
ボールのお店をやりました。

初めて自分たちでお店を出したのでいろいろと
大変でしたが，高校生最後の文化祭が良い思
い出になったので良かったです。

トータルエステティック科1年
岡村　京香 さん

（鹿屋東中出身）

　私たちのクラスは，パン
ケーキを販売しました。看

板作りなどで，みんなで協力して素晴らしい
ものができたので，満足でした。来年はもっと
楽しい文化祭にしたいです。

▲ ３年生によるエステ（フェイシャル）です。▲ ２年生によるハンドマッサージです。

▲ ２年生によるネイルです。 ▲ 1年生，笑顔が弾けています。

▲ ３年生，一生懸命作っています。 ▲ 1年生，受付頑張っています。
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　10月３0日（水）に，３年生がこれまでの学習の集大成と，日ごろの保護者への感謝の気持ちを込め感
謝の集いを実施しました。
　午前中は，一人一人が１年次から積み上げた施設実習内容をパワーポイントにまとめ発表や，社会
福祉法人建昌福祉会地域密着型特別養護老人ホームさざんか園の施設長池田様から講演をしていただ
きました。
　午後は，生徒が計画したレクリエーションを保護者や関係職員とともに盛り上げました。その後，
生徒から保護者に向け感謝の想いを込めた手紙を読み上げると，気持ちが溢れ涙となり感動に包まれ
た場面も見られました。
　保護者は我が子の成長を実感する機会となり，生徒は自信に繋げることができました。この気持ち
を大事に，今後も進路決定や国家試験受験に向かって取り組むことを期待したいです。

３年生感動の保護者への感謝の集い

▲ パワーポイントを活用した発表 ▲ 池田先生による講演

▲ 手話歌を披露しました ▲ 感謝の涙，でも最後はみんな笑顔でした

社会福祉科３年
下　秋之介 君

（土橋中出身）

　実習で学んだことをパワー
ポイントで発表しました。こ

の日のために放課後遅くまで残り作成した甲斐が
あり，本番でしっかり発表することができました。
　保護者に日々の感謝の気持ちを伝える手紙を
読みました。感極まってことばの詰まる仲間も最
後まで読み上げることができ，３年間のまとめが
しっかりできてよかったです。

社会福祉科３年
川畑　優花 さん

（亀津中出身）

　10月末に保護者への感謝
の集いが行われました。パ

ワーポイントで３年間の実習を振り返りまとめ
たことを発表したり，レクリエーションや手話
歌を披露したりしました。
　先生方や保護者，お世話になった施設の方々
に参加していただき，一人一人が成長した姿
や感謝の気持ちを伝えることができました。
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　10月３1日（木）に全国高校駅伝大会鹿児島県予選，11月初めに全国高校サッカー選手権鹿児島大会，

全日本バレーボール高校選手権鹿児島大会が県内各地で行われました。

　駅伝部は，４位と目標としていた大会連覇に届きませんでしたが，また１月の新人戦，２月に行わ

れる鹿児島県下一周駅伝大会に向けて練習に取り組んでいます。

　男子サッカー部は，３年ぶりの優勝を目指しましたが，準決勝はＰＫ戦で敗退しました。現在はプ

リンスリーグ昇格を目指して頑張っています。

　男子バレーボール部は３位，女子バレーボール部は準優勝とあと一歩で全国大会への出場はなりま

せんでしたが，１，２年生が多く出場しており新人戦での活躍が期待されます。

　今大会で高校での公式戦が終る生徒も多いですが，１，２年生は３年生の思いを受け継ぎ，さらに強

い鹿児島城西高等学校へ成長してくれることと信じています。

サッカー部・駅伝部・男女バレーボール部大会報告

進学体育科３年Ａ組
北條　真汰 君
(岸和田市立岸城中出身)

　私たち男子サッカー部は全
国高校サッカー選手権大会

で日本一を目指し練習してきましたが全国大会
に行くことができませんでした。応援してくだ
さった保護者の皆さんには申し訳ない気持ちが
ありますが，まだ私たちはプリンスリーグ昇格
の目標がありますので，最後は勝って後輩たち
に託したいです。1，2年生はこの悔しさを忘れ
ずに来年の選手権で勝つことだけ考え，一日一
分一秒を大切に頑張ってほしいです。

進学体育科３年Ａ組
出口　静之心 君

(東谷山中出身)

　私たち駅伝部は，10月31
日（木）に行われた全国高校

駅伝競走大会鹿児島県予選に出場しました。
昨年は創部15年目で初優勝することができ，
今年も優勝を目標に一年間練習を取り組んで
きました。大会では4位に終わり悔しい結果と
なりましたが，今大会で出た課題を克服してさ
らに成長したい思います。また1，2年生には
来年は優勝できるように努力してほしいです。

進学体育科３年Ｂ組
森井泉　峻介 君

(伊集院中出身)

　男子バレーボール部は11
月2日（土）～4日（月）に行

われた春高バレー鹿児島県予選では準決勝で
敗退し，３位という結果に終わりました。応援
してもらった保護者の方々を全国の舞台へ連
れて行くことができず後悔はありますが，今回
の経験を活かして次の舞台でも今まで以上の
活躍ができるように頑張っていきたいです。こ
れからも応援よろしくお願いします。

進学体育科３年Ｂ組
德田　真心 さん

(上小原中出身)

　女子バレーボール部は11
月2日（土）～4日（月）に行

われた春高バレー鹿児島県予選の決勝で敗れ
てしまいました。保護者の皆さんには，３年
間たくさん応援をしていただいたことに感謝
の気持ちでいっぱいです。1，2年生にはさ
らに練習を積み重ねて私たちより良い成績を
残して全国大会にいってほしいと思います。
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　普通科パティシエコースは11月２日（土）に行われた文化祭でお菓子の販売を行いました。今までに

授業で学んできたことを生かし，１年生がパウンドケーキ，２年生は焼きたてパン，３年生はチーズケー

キなどを販売しました。どのクラスもたくさんの方にご購入していただき特に３年生の「Cordially」

は販売開始３0分前から行列ができ文化祭は大成功でした。また，生徒会主催のショップデザインコン

テストでは２年生は準優勝，３年生は優勝をすることができました。

文　化　祭

▲ 1年生「Splendid our Stage」

▲ ３年生「Cordially」

▲ ２年生「yummy」
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　11月２日（土）に行われた文化祭で，ホテル観光科は調理科と合同で，毎年恒例となっているレスト

ラン&オリジナルドリンクコーナー，店舗名「はんぐりぃ」の営業を試食室で行いました。３年生はレ

ストランサービスを，２年生は同じレストラン店内でオリジナルドリンクコーナーを，１年生はレスト

ランサービスや学科展示をそれぞれ担当しました。昨年同様，たくさんのお客様が利用し，大成功の

文化祭となりました。以下に文化祭の様子を紹介します。

レストラン「はんぐりぃ」大盛況
～おもてなしの心と素敵な笑顔で接客～

ホテル観光科３年
宮内　心杏 さん

（東谷山中出身）

　先日，高校最後となる文
化祭でレストラン営業をし

ました。
　準備から当日まであっという間で，慌てなが
らも全員で1つのことを成し遂げる達成感と楽
しい時間を共有でき，とても良い思い出となり
ました。
　たくさんのお客様にご利用いただき，ありが
とうございました。

ホテル観光科1年
吉田　有良 さん

（甲南中出身）

　入学して初めての文化祭
で，レストランサービスと学

科展示の展示物作成を1年生全員で担当しま
した。
　初めてのことばかりで不安でしたが，先輩方
の優しいフォローがとても心強く，サービスが
うまくできたので良かったです。
　来年はオリジナルドリンクを開発し，販売す
るパートの担当になるので，今からとても楽し
みです。

ホテル観光科2年
折田　しいま 君

（東市来中出身）

　今年の文化祭で私たち2
年生は，人気のアニメキャラ

クター「クレヨンしんちゃん」をテーマにした
オリジナルドリンクを販売しました。
　5つのチームに分かれてドリンクを開発し，
お店の外装までクラス全員でこだわりました。
　たくさんのお客様にお越しいただき，改めて
チームワークの大切さや，接客業の楽しさを知
る良い機会となりました。

▲ ドリンクコーナーの様子

▲ 大繁盛のレストラン店内
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　11月２日（土），本校で文化祭が行われ，毎年大盛況の調理科とホテル観光科が協力してのレストラン

を営業しました。開店前からお客様が並んでくださり，洋食と和食のランチを提供させてもらいました。

洋食は「鶏肉のコンフィ」和食は「チャーシュー丼」をそれぞれ限定100食作りました。

　レストラン以外でもクッキング部や各ＨＲが食品バザーを出店し，日頃の学習の成果を発揮し思い

出に残る文化祭になったようです。

文化祭 頑張りました!!!

調理科３年Ａ組
濵田　海斗 君
… （和田中出身）
　高校生活最後の文化祭で
チキンバーガーを300食販

売しました。朝早くから準備し段取りを考え
ながら効率の良い作業を心がけ1，2年生と
協力して完売することができました。いろい
ろと大変でしたが，お客様が並んで買ってく
れているのを見てとても嬉しかったです。最
後までクッキング部のみんなと楽しくできた
のでとても良い思い出になりました。

調理科1年Ａ組
前岡　光樹 君
… （加治木中出身）
　先日行われた文化祭でホ
テル観光科と一緒に「はん

ぐりぃ」というレストランをしました。私は，
和食を担当しチャーシュー丼などを作りまし
た。先輩方がテキパキ動いているのを見て，
いろいろ勉強になりました。初めての文化祭
で戸惑うこともありましたが，先輩方のよう
に来年はもっと積極的に動けるように頑張ろ
うと思います。

▲ 段取り良く作業し100食あっという間に完売しました。

▲ カレーやチキンバーガーも販売!!　たくさんの方が購入してくださいました。



－22－

　11月２日（土）に文化祭を開催しました。２学年は日頃授業で行っている「茶道」をお披露目す

る場として，「さつま茶屋」を開き，１年生はその補助を担当しました。３年生は伊集院町にある

「Days coffee」様にご協力いただいて開発したオリジナル商品の販売を行いました。

　どの学年もお店の宣伝を行い，お客様に笑顔になっていただけることを意識した販売活動に取り組

み，とても良い経験になりました。

第６７回文化祭に出店

ビジネス情報科2年
堂前　音々 さん

（川内中央中出身）

　私たち情報ビジネス科は，
普段から授業で取り組んで

いる「茶道」を披露しました。
　私は学科の代表として，実際にお客様の前で
お茶を点てました。予想以上に緊張して，上手
く点てられるか心配でしたが，きれいに点てら
れて良かったです。
　とても貴重な経験ができました。

商業科３年
花野　浩太郎 さん

（入来中出身）

　私たち３年生は，商品開
発した焼き菓子を販売しま

した。コーヒーに合う焼き菓子をテーマに考
えた３種類が採用され，ラッピングにもこだ
わりました。
　当日はたくさんのお客様に購入していただ
き，午前中で完売することができました。商
品を企画・販売することを初めて行いました
が，とても良い経験になりました。

▲ ３年生の「Days Last Show ～デイズ ラスト ショー～」

▲ 1・２年生の「さつま茶屋」
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　11月２日（土）に行われた文化祭で，ファッションデザイン科は作品展示とバザーをしました。作品

展示では，生け花やボディジュエリーのデザイン画，クロスステッチ，ウェディングドレスを展示し

ました。小物バザーは夏休みに宿題として取り組んだ１年生から３年生までの手作りの作品を販売し

ました。また，ダンスや歌などステージで活躍した生徒もいました。多くのお客様に来校していただ

き思い出に残る文化祭になりました。

個性あふれる作品の展示・販売 ～文化祭～

ファッションデザイン科2年
山川　樹那 さん

（長田中出身）

　11月2日（土）に文化祭が
ありました。私たちの学科

は，1・2年生が協力して小物販売をしまし
た。自分たちで手作りしたものを手に取って
見てもらい，買ってもらうということは難し
いことだと改めて感じました。一方で，作品
に興味を示してもらったり，買ってもらった
りすることが新鮮で，楽しかったです。来年
の文化祭も頑張ります。

ファッションデザイン科1年
加藤　れもん さん

（頴娃中出身）

　私は，高校生になって初
めての文化祭に参加しまし

た。学科では手作りの小物を販売し，接客の
楽しさを知りました。また，部活動のフラダ
ンス部ではステージで踊りを披露しました。
多くの生徒が，日ごろの練習の成果をステー
ジで発表している様子を見て，高校の文化祭
は活気があって良いなと思いました。来年の
文化祭も楽しみです。

▲ 学科展示の様子 ▲ 小物バザーの様子

▲ 舞台発表（３年　仮山さん・丸山さん） ▲ 舞台発表（３年　川畑さん・藏前さん）
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母校である鹿児島城西高等学
校で勤務させていただいて約8
か月が過ぎました。
この8か月間は本当にあっと
いう間に過ぎていました。初め
て働くこと，初めての教員生活，

初めての担任など初めてのことばかりで毎日戸惑っ
たり，慌てていました。しかし最近では，生徒との
コミュニケーションも取れるようになり，教員生活
にも慣れ，楽しい毎日を過ごしています。また，野
球部も念願の甲子園出場に近づいており大好きな
野球を教えられることが本当に楽しいです。
さて皆さんは鹿児島城西高等学校で高校生活を
過ごしていますが，私も5年前まで皆さんと同様
鹿児島城西高等学校で学校生活を送っていました。
当時は野球部に所属しており，幼いころからの目標
でもあった甲子園出場を成し遂げるために，毎日必
死に野球をしていたのを覚えており，いまだに同級
生と集まっても当時の厳しい練習の思い出話をし
たりするほど頑張っていました。そして迎えた高校
３年生の最後の甲子園予選で私は今までの努力を
全部ぶつけて甲子園に行こうと臨みました。順当に

勝ち進み，鹿児島情報高校と対戦しました。1点
先制したもののすぐに逆転され，なかなか追いつ
けない展開でした。ですが必ず逆転できると信じ，
焦らないようにプレーしていましたが，気が付けば
負けていました。本当に負けたのかと感じるぐらい
あっという間に負けて，今まで1つの目標を追いか
けてきましたが一瞬にして目標がなくなってしまい
ました。
目標がなくなると，こんなに暇なのかというくら
い平凡な日々を送っていて，何をしても楽しくない，
やる気が起きないという時期がありました。そんな
中で，何か目標を作ろうと考えて大学に進学しよう
と決めました。そこからの日々は慣れない勉強で野
球以上に苦しみましたが，そんな中でも前の自分に
戻れていて，目標というのがどれほど大切かを学び
ました。
目標は絶対に大切です。ですが達成できない目
標もたくさんあると思います。1つの目標がなく
なってからどうするかが大切です。目標は何個あっ
てもいいと思います。３年間という限られた時間を
大切にして目標に向かって頑張ってください!!

3年生と福祉共生専攻科2年生の学校納付金について　　

　11月から学校納付金と併せて卒業納付金を納入していただいており

ます。1月は，9,300円を学校納付金と併せて口座から引落させていた

だきます。福祉共生専攻科2年生で，本校を卒業した生徒につきまし

ては，高等学校の卒業時に卒業納付金の一部を納入していただいてお

りますので，12月以降の卒業納付金の納入はありません。

　3年生と福祉共生専攻科2年生の2月にお支払いいただく金額は，

3月分を含めた2か月分となります。また，諸費・補助教材費の返金

がある学科は，2月分で調整させていただきます。

【学校納付金振替日】
12月分　12月16日（月）

1月分　1月15日（水）

※�必ず前日までにご入金

ください。

お知らせ（事務局から）

「私の高校生活」
教諭　宝　富嗣



12・１月行事予定
日 曜日 行　　　　　　　　　　　事

12 ／2（月） 通学時指導…献血（1～6Ｈ）・内定企業への年賀状指導（6Ｈ）・ｅポートフォリオ指導
（1・2年）6Ｈ

３（火） 生徒会立会演説会（5・6Ｈ）
4（水） ３年生進路体験発表（7Ｈ）
5（木） 全校書取り10回・授業評価アンケート（7Ｈ）
6（金） 針供養（ファッションデザイン科）・第4回就職模擬試験（1･2年生のみ、３年ＨＲ

活動）・調理科保護者への感謝の集い
9（月） 感謝の集い（ヘアーデザイン科）・新生徒会役員任命式（6Ｈ）
10（火） 自衛隊駐屯地見学（進公1・2年1～6Ｈ）
11（水） 容儀指導（7Ｈ）・寮生指導…寮生クリスマス会・演劇鑑賞（専攻科）
12（木） 感謝の集い（ファッションデザイン科）・感謝のおもてなし（商業科）・公務員公開模

試（進公2年1～4Ｈ）
13（金） 感謝の集い（パティシエコース）・感謝の集い（アプリケーションコース）
14（土） 親子で作る料理教室
16（月） 芸術鑑賞・進路に関するＨＲ（1・2年）
19（木） クラスマッチ・（特）社会見学学習・（ド）社会見学学習
20（金） クラスマッチ・（特）社会見学学習・（ド）社会見学学習・職員会議
23（月） 終業式（行事３Ｈ　終了後下校）

1／1（水） 元旦
2（木） 年始休暇
３（金） 年始休暇
4（土） 年始休暇・後藤大治学園長先生ご命日
6（月） 仕事始め・願書受付開始
8（水） 始業式・通学指導・容儀指導・通知表回収・宿題回収
9（木） 卒業試験・ホテル観光科学年末試験・調理科養成施設終了認定試験～ 15日まで
10（金） 職員会議
13（月） 成人の日
15（水）（ド）卒業生を送る会
16（木） 特別作業（4Ｈ）・カラオケボックス状況視察・第9回英語小テスト・赴任心得指導（３

年３H）
17（金） 推薦・共生・ドリーム入試
18（土） 調理科インストラクター認定試験
20（月） 1年生合同進路指導（6Ｈ）・教育相談16：00 ～（Ｂ日課）
21（火） 第9回数学小テスト・（特）卒業生を送る会・愛校デー・ワックス掛け（寮生），推薦・

共生・ドリーム合格発表
22（水） 職場体験講話（7Ｈ）全学年
23（木） 調理科　技術考査
24（金） 特別作業（３・4Ｈ）
25（土） 一般入学試験
26（日） 介護福祉士国家試験
27（月） 入試に伴う臨時休校（～ 30日）
29（水） 一般入学合格発表

※行事については変更もあり得ますので，その都度ご連絡申し上げます。




