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明けましておめでとう
ございます。皆様方には，
ご家族揃って希望に満ち
た新春をお迎えのことと，
お喜び申し上げます。

新年にあたり，本校生徒の健全な成長と
ご家族のご多幸を祈念申し上げます。また，
学校運営等に温かいご理解とご協力をいた
だいておりますことにも，心から感謝申し
上げます。
ところで，昨年は「成し遂げろ」をスロー
ガンに，体育祭や文化祭，文化公演等で生
徒の皆さんが，9学科6コースで学んだ知
識や技能，体力・気力を学校内外に披露し
てくれました。それぞれの行事が大成功を
収め，包丁入魂式や感謝のビューティーサ
ロンなど新聞・テレビなどのマスコミにも
数多く取り上げられ，多くの方々から高い
評価をいただきました。
また，部活動の盛んな学校としても，野
球部の九州大会ベスト4，空手道部とバ
レーボール部の男女アベック優勝，サッ
カー部・卓球部の優勝など，多くの部活動
が各種の競技大会ですばらしい成績を収め
ております。さらに，「税に関する作文・
標語」における熊本国税局長賞及び伊集院

税務署長賞等4名が受賞するなど，各方面
での受賞は，生徒・家族はもちろん，学校
にとっても名誉なことであります。
さて，12月には令和2年度の生徒会役員

が決定しました。新旧役員が「生徒の生徒
による生徒のための活動」を目指し，グラ
ウンドデザインの見直しを行いました。そ
の中には，「授業態度をしっかりしよう」「欠
席・遅刻をなくそう」「形にしよう豊かな
心を」などが謳われていますので，３学期
早々，「感動の多い充実した学校生活」を
目指して尽力してくれるものと期待してお
ります。
時代に即応し，常に進化し続ける学校と

して，進学体育科を中心に鹿児島国体やオ
リンピック出場を目指します。そして，福
祉共生専攻科の就労定着事業や，ホテル観
光科のハワイ研修などの更なる充実にも努
めていきます。
今年も，「好きなことを学んでプロの道

を目指す学校」「夢あふれ希望の花咲く鹿
城西！」として，生徒一人一人に夢を持た
せ，その夢を実現させるよう，教職員一同
心を合わせて努力して参ります。
どうぞ，今年もご理解とご支援を，よろ

しくお願いいたします。

感動の多い充実した学校生活を

校　長　秋 武　達 朗
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　11月16日（土），第20回文化公演が伊集院文化会館で開催されました。

　この公演は，本校の特色ある学科やコースをより分かりやすく，広く県内，地域の方々に知っていた

だくことを目的に取り組んでいます。

　今回も，生徒で構成された文化公演実行委員を中心に，出演だけでなく，演出・音響や照明，進行な

ど公演の全てを生徒の手で作り上げました。一週間前から綿密にリハーサルを重ね，学科・コースの生

徒それぞれが，日頃身に付けた技術を多くの方々に見ていただきたいと，準備を進めてきました。本番

では，これまでの苦労を乗り越え，感動のステージを作り上げてくれました。出演者も学習してきた成

果を晴れの舞台で披露することができ，また，ビストロ城西というホテル観光科，調理科，パティシエ

コースのコラボ企画を盛り込むなど，昨年以上に充実した発表内容でした。公演は二部構成となっていて，

午後２時から「一般鑑賞」として保護者の皆様をはじめ，多くの一般の方々に来場していただき，更に

大きな声援・拍手を送っていただきました。

　生徒たちは，今回の公演を通して一廻りも二廻りも大きく成長することができたと思います。本当に

実り多い文化公演となりました。ありがとうございました。

第20回文化公演　盛大に開催！

ダンス部による発表

社会福祉科による手話コーラス

フラダンス部によるフラダンス

普通科アプリケーションコースによるドローン活用の研究発表
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フィナーレの様子

ビジネス情報科による電卓実演 トータルエステティック科
による実演

ヘアーデザイン科による
ヘアメイクショー

普通科パティシエコースによる製菓実演 調理科による調理実演

ホテル観光科によるサービス ファッションデザイン科によるファッションショー
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　12月６日(金)，本校中庭において，針供養を実施しました。１年間実習で使用して使えなくなった

針を，豆腐に刺して供養しました。実習で使用する針やミシンなどの道具に感謝し，ものを大切にして

いこうと気持ちを新たにし，技術の向上を願いました。

針供養
～針に感謝の気持ちを込めて～

ファッションデザイン科３年
丸山　未結 さん

（郡山中出身）

　針供養で使えなくなった針
を供養しました。日々の感謝

の気持ちを込めて，豆腐に針を刺して休めてあ
げました。
　寒い中でしたが，みんなで集中して，頑張りま
した。卒業まで残り少なくなりましたが，最後の
技術検定までしっかりと頑張りたいと思います。

ファッションデザイン科2年
山下　真歩 さん

（万世中出身）

　高校に入学して2回目の
針供養がありました。裁縫

道具を掃除して，折れたり，曲がったりした
針を豆腐に刺して供養しました。衣服制作に
欠かせない針に日頃の感謝の気持ちを込めま
した。これからも，針や道具を大切にしなが
ら，実習や検定に頑張ろうと思います。

ファッションデザイン科1年
水窪　桃那 さん

（栗野中出身）

　12月6日に，折れたまち
針などを豆腐に刺して，道

具を安全に使えることや技術の向上を祈願す
る針供養を行いました。初めての経験だった
ので，どのようなものか知ることができて良
かったです。また，自分の技術向上や被服制
作技術検定３級の合格などに向けて日々頑
張っていこうと思いました。

生徒代表　感謝のことば

針供養塔に針を納めました納め針の様子
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　12月19日（木）・20日（金）の２日間で，２学期のクラスマッチを実施しました。結果は下記のとおりです。

生徒たちは全員真剣に，そして楽しみながら競技に取り組んでいました。３年生にとっては今回が最後

のクラスマッチでした。勝敗にかかわらず，生徒一人ひとりにとって良い思い出となる２日間だったと

思います。

令和初のクラスマッチ

バスケットボールの試合の様子

ソフトボールの試合の様子 卓球の試合の様子

バレーボールの試合の様子

男子バスケットボール優勝 ： 普通科３年Ａ組
女子バスケットボール優勝 ： 進学体育科３年Ａ組
男 子 バレー ボ ー ル 優 勝 ： 進学体育科３年Ｂ組
女 子 バレー ボ ー ル 優 勝 ： 普通科２年Ａ組
ソ フ ト ボ ー ル 優 勝 ： 進学体育科１年Ｂ組

フ ット サ ル 優 勝 ： 進学体育科１年Ｂ組
男 子 卓 球 優 勝 ： 進学体育科２年Ｂ組
女 子 卓 球 優 勝 ： ホテル観光科・商業科

ファッションデザイン科３年
オ セ ロ 優 勝 ： 進学体育科３年Ａ組
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　12月７日（土）、３年生にボクシング部後援会から写真パネルが贈呈されました。

　３人とも厳しい練習に耐え本当に頑張ってくれました。特に体重制限等もあるので食べ盛りに減量し

ながらのトレーニングは本当に大変だったと思います。これからはそれぞれ自身の進むべき方向に全力

で立ち向かってくれるでしょう。

３年生に記念パネル贈呈

ボクシング部

パネルを手に笑顔を見せる高山隆世君　日高裕貴君　徳田拳大君

フライ級　高山　隆世 君（谷山中出身）
　入学した当初は練習の厳しさについていけず，途中で休んだりしてみんなに迷惑をかけました
が３年生になってやっとついていけるようになりました。これまで支えてくれたたくさんの方々
に心から感謝しています。

ミドル級　日高　裕貴 君（中央中出身）
　高校進学してボクシング部に入部を決意して自宅に電話した時，父が途中で退部せずに３年
間頑張るのであれば入部してもいいといいました。父との約束を果たすことができて本当に良
かったと思っています。この経験を生かしていきます。

ライトフライ級　徳田　拳大 君（伊集院中出身）
　9月県民体育大会が開催されました。会場には両親と弟が応援に来てくれました。「拳大」と
名付けてくれた父の前で優勝することができたのが最高の思い出です。忙しい中いろいろと応援
してくれた家族に感謝しています。ありがとうございました。
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　私たちフラダンス部は，インストラクターの岩﨑先生と門前先生のご指導のもと，毎週月曜日と木曜

日に３階講義室でレッスンしています。元気な笑顔をモットーに，いろいろなイベントや，発表会に出

たりして頑張っています。衣装もかわいくて，楽しく踊っています。部員募集中ですので，興味がある

生徒は，是非レッスン室をのぞいてみてください。（初心者大歓迎です！）

トータルエステティック科2年
月野木　理名 さん

（立神中出身）

　私たちフラダンス部は，
1年生7名・2年生5名の

計12名で活動しています。学校行事や地域の
イベントで披露するため，日々練習を頑張っ
ています。先生も，とても優しく教えてくだ
さいます。
　みんなで踊るのはすごく楽しいので，ぜひ
見学や体験に来てください。お待ちしていま
す。（フラダンス部　部長）

ヘアーデザイン科2年
髙橋　ちひろ さん

（鷹巣中出身）

　私たちフラダンス部は，
見ている方に笑顔を届けら

れるようレッスンしています。フラの動きに
は，一つ一つ意味があります。曲の歌詞の意
味が伝わるように思いを込めて，そして綺麗
に踊れるように，心がけています。たくさん
の方にフラの楽しさを知っていただきたいで
す。（フラダンス部　副部長）

アロハの心で笑顔を届けます！

フラダンス部

文化公演で３年生が引退…寂しくなりました。新入部員募集中です。入部待ってます！

体育祭は雨の中，笑顔いっぱい踊りました 文化祭は２曲。衣装作りは良い思い出です
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　体育祭や文化祭，全校応援など行事がたくさんあった２学期も終わり，毎年恒例の師弟食堂クリスマ

ス会が12月11日（水）に開催されました。清藤の丘で３回目のクリスマス会を名残惜しそうに過ごす３年

生，初めてのクリスマス会の余興の盛り上がりにびっくりしつつ楽しむ１年生。それぞれのクリスマス

会を楽しんだようです。普段のメニューとは違う，特別に用意されたクリスマスメニューを味わい楽し

い時間を過ごしました。

～師弟食堂クリスマス会～

普通科３年Ａ組
西窪　大琳 君

（宮之城中学校出身）

　先日，清藤寮・女子寮・
ビクトリー寮の生徒が師弟

食堂に全員集合しクリスマス会がありまし
た。自分たち３年生にとっては最後のクリス
マス会となり，バイキング形式での美味しい
料理をみんなで楽しく食べ，毎年恒例の余興
ではとても盛り上がり，最高の思い出ができ
ました。あと少しで退寮なので，残りの寮生
活もみんなで楽しく過ごしていきたいと思い
ます。

ヘアーデザイン科1年
川西　聖羅 さん

（牧園中学校出身）

　12月11日（水）に私たち1
年生にとって初めてのクリ

スマス会が行われました。沢山の美味しいご
馳走が並んでいておなか一杯になりました。
また，一発芸などの余興もあり，とても面白
くてあっという間に時間が過ぎました。
来年・再来年のクリスマス会もとても楽しみ
にしています。

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／マンションサンライズ

☆余興で親睦を深めます☆☆豪華なクリスマスメニュー☆
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　12月３日（火）に本校の新生徒会役員選出のために，立候補者の立会演説会と選挙が行われました。

この選挙をもとに，16名の新生徒会役員が12月９日（月）に行われた任命式にて生徒会役員に任命され

ました。新生徒会長を筆頭に先輩方からの伝統を引き継ぎ，さらによりよい学校生活を築いていきます。

　新生徒会役員　
役職名 ＨＲ（科・年・組） 生徒氏名

会 長 普通科２年Ａ組（進学・公務員コース） 濵　屋　虎　白

副 会 長 普通科２年Ｃ組（パティシエコース） 有　村　水　晶

副 会 長 普通科１年Ａ組（進学・公務員コース） 染　川　陽　乃

会 計 ホテル観光科２年 辻　　　怜　菜

書 記 普通科１年Ｂ組（パティシエコース） 中　村　　　奏

体 育 部 長 普通科１年Ａ組（芸術文化コース） 馬　込　博　史

文 化 部 長 普通科２年Ｂ組（芸術文化コース） 祝儀園　海　斗

風 紀 部 長 普通科２年Ａ組（進学・公務員コース） 嘉　　　梨　瑚

整 美 部 長 調理科２年Ａ組 岩　下　武　蔵

保 健 部 長 普通科２年Ｃ組（パティシエコース） 有　村　水　晶

図 書 部 長 普通科１年Ａ組（芸術文化コース） 下　平　　　桜

応 援 部 長 普通科１年Ａ組（芸術文化コース） 厚ヶ瀬　龍　平

体育副部長 トータルエステティック科１年 岡　村　京　香

風紀副部長 調理科１年Ａ組 別　府　くるみ

文化副部長 ファッションデザイン科１年 竹　内　愛　乃

整美副部長 社会福祉科１年 古　町　紗　菜

保健副部長 トータルエステティック科１年 増　田　怜　華

生徒会立会演説会・生徒会任命式

新生徒会役員生徒会立会演説会　旧生徒会長挨拶
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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

令和元年度「税に関する作品」表彰式

　11月13日（水）に本校校長室で「令和元年度税に関する作品」の表彰式が行われました。熊本国税局長，

伊集院税務署署長，日置市教育委員会教育長，伊集院税務署総務課長が来校され，生徒への表彰を行い

ました。当日は，生徒３名が表彰式に臨み，最初は緊張の面持ちでしたが，表彰後は笑顔で応えていました。

４名のみなさん，受賞おめでとうございました。

作
文
の
部

伊集院税務署長賞 普通科３Ｆ 米
よね

森
もり

　朋
とも

菜
な

　さん

租税教育推進協議会会長賞 普通科３Ｂ 千
ち

竈
かま

　空
そら

　さん

標
語
の
部

租税教育推進協議会優秀賞 普通科２Ｃ 中
なか

川
がわ

　れいら　さん

租税教育推進協議会優秀賞 社福科３年 谷
たに

口
ぐち

　つばさ　さん

生徒左から谷口さん、千竃さん、中川さん
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生 徒 指 導 部 か ら～ 感 動 的 な 高 校 生 活 を サ ポ ー ト す る ～

第２回防災訓練

献血行われる

進学体育科３年Ｂ組
横山　太陽 君

（育英館中出身）

　人生で初めての献血を行
いました。献血を行う前に

色々な検査を受けるのですが，血液型が分
かったり，正常な血であるということが分
かったりしてすごいと思いました。献血は
困っている人を助けるためにしているので
やって悔いはありません。なので，これから
も定期的に受けてたくさんの人を助けられる
ようにしていきたいです。

進学体育科３年Ａ組
濵田　康成 君

（帖佐中出身）

　私は18年間の人生で初め
て献血をしました。

　採血する前は少しの緊張と怖さがありまし
たが，終わってからは人の役に立つことがで
きたなと感じこれからも献血に協力していこ
うと思いました。
　また機会があれば，1～2年生のみなさん
も協力してみてください。

　11月21日（木），７時間目を利用して防災訓練が実施されました。地震から火災が発生し，グラウンド

へ避難することを想定して行い，避難開始から避難完了までかかった時間は９分48秒でした。1995年

１月17日に起きた阪神・淡路大震災から24年。2011年３月11日に起こった東日本大震災から８年。昨

年では台風の被害が大きく，自然災害の恐ろしさを感じずにはいられません。地震や火災が実際に起こ

れば，生徒は「逃げるか」，「逃げないか」の２択を判断し，迅速に行動しなければなりません。実際に

災害が起これば，避難訓練のように最悪の場合を想定し冷静に判断した上で，迅速に行動する必要があ

ります。一瞬の気の迷いが生死を分ける場合もあります。何よりも，自分の命は自分で守る。防災意識

を常に高めておくことが大切だと言えます。今回の避難訓練は，防災意識を普段から高め，命を守るこ

との大切さを学ぶ機会となりました。

　12月２日（月），本校で献血が行われました。今回は２年生男子と３年生の生徒（105名）と職員が献

血を行っています。すべての血液は，まず血液センターにて検査を受け，それぞれの医療機関で役立て

られます。
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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 ～

　１２月４日（水）に，３年生による進路活動体験発表が行われました。これまで進路活動を行ってきた

３年生が，その具体的な活動を１・２年生の進路活動に活かしてもらおうと，それぞれの学科・コース

に分かれて就職・進学の進路活動体験を発表しました。

　各学科・コースの代表者は，学科試験の内容，面接試験の具体的な質問事項，作文や小論文のテーマ

などを分かりやすく話し，１・２年生の率直な疑問や質問などにも答えてもらいました。

　今回の体験発表が，今後の後輩達の進路活動に役立ち，学校生活に対する意識を高めてくれると思い

ます。

進路活動体験発表

調理科2年Ａ組
岩下　武蔵 君

（国分南中出身）

　3年生の進路活動体験発
表を聞いて，今まで進路に

ついて深く考えたことがなく，焦りを感じま
した。しかし，今回の話を聞いて，積極的に
活動することの大切さを感じ，進路について
深く考えることができました。これからも勉
強を頑張り，自分の夢を実現できるように取
り組んでいきたいと思います。

普通科2年Ｃ組
有村　水晶 さん

（溝辺中出身）

　３年生の話を聞いて，私
が想像していた以上に，就
職先決定が早かったり，就

職予定が進学に変更になったりしていて，早
めに行動することが大切だと感じました。進
路決定までの流れを細かく話をしていただ
き，私も今まで以上に調べて，進路を明確に
していきたいと思います。

調理科 進学体育科

社会福祉科 ヘアーデザイン科
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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～

　12月7日（土），本校調理実習室において，「第28回親子で作る料理教室」が行われ，16組34名の親子

が参加しました。

　今回のメニューは「鶏もも肉のコンフィ，ミートボールのクリームシチュー，クリスマストライフル」

の３品で，おうちで簡単に作れるクリスマスに喜ばれるメニューでした。

　参加した親子は，調理科の花田先生から“プロのコツ”を教わり，クッキング部の生徒たちのお手伝

いをもらいながら，仲良く協力し合って楽しい時間を過ごしました。次に，料理教室の様子と参加され

た方の感想を紹介します。

第28回 親子で作る料理教室
☆おうちで簡単クリスマスメニュー☆

◦クリームをしぼったり，包丁で切ったりするのが楽しかったです。ありがとうございました。(伊
集院小　３年生)

◦２年後，城西高校の調理台に立って調理できるように頑張ります！また次回も来たいと思いま
す！ (松元中　１年生)

◦メニューを見て難しそうと思いましたが，意外と簡単にできるんだなと感じました。お姉さん
とお兄さんが優しく，気遣いが素晴らしいと思いました。ありがとうございました。(妙円寺小　
保護者）

◦日頃，家で料理をするときは，ピーラーで皮むきをするのですが，今日は包丁で皮むきをした
ので苦戦していたようです。慣れることが必要だと思うので，今後は家庭でも包丁で皮むきを
させてみようと思いました。(春山小　保護者)

料理の説明を熱心に聞いています 親子で仲良く楽しく料理しました

子どもたちにやさしくアドバイス なかなかの包丁さばきです

～参加者の感想～
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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 ～

　2019年12月４日（水），各学科において進路体験発表会を行いました。福祉共生専攻科・共生コースは，

空手道場にて実施しました。

　共生コースの３年生，専攻科２年生の先輩たちは，就職決定までの流れや実習で頑張ったこと，学校

生活で取り組んでいることなどを発表し，それぞれ自分の進路先や後輩へアドバイスをしました。

進路体験発表

先生による開式のあいさつ

3年生男子による発表

2年生からの質問

３年生女子による発表

専攻科2年生による発表

質問に答える3年生
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　ヘアーデザイン科は今年も文化公演でヘアメイクショーを披露しました。

　今年は“Four season hair show”～季節を想像するヘアメイクアレンジの紹介～をテーマに四

季おりおりのヘアメイクを披露しました。3年生にとっては，最後の公演となりましたが，今まで3年

間学んできたことをステージ上でも発揮できるように放課後も残り，練習を積み重ねてきました。そ

の成果を本番当日も披露することができ，終了後は感極まっていました。

文化公演～ヘアメイクショー～

ヘアーデザイン科３年
本田　純花 さん

（福平中出身）

　11月1日（金）に国家試験
課題の発表があり，昨年と

同じオールウェーブに決まりました。残り少な
い授業を大切にし，合格レベルに仕上げたい
と思います。また，16日（土）には文化公演
があり，ヘアメイクショーを行いました。
　３年間の集大成を発表することができ，大
成功をおさめることができて良かったです。

ヘアーデザイン科2年
内城　喜里 さん

（城西中出身）

　私は今回の文化公演でモ
デルとして出演しました。準

備の段階から，担当の先輩と試行錯誤し，本番
前日に納得のいく形になりました。当日は朝早
くから集合し，準備に取りかかりました。前日
に教わったウォーキングを思い出しながら堂々
とステージを歩くことができました。
　３年生の先輩方から学ぶことも多く，私にとっ
ては最高の思い出となりました。

ステージ上での様子 モデルによるウォーキング

美容師国家試験実技課題オールウェーブに決定
　来年の２月に美容師国家試験の実技試験が実施されます。実技試験の第一課題はカッティング（レイ
ヤースタイルをカットする技術），第二課題はオールウェーブに決まりました。
　筆記試験は３月に実施されます。生徒と職員とで「全員合格！」するためにより一層頑張っていきた
いと思います。



－16－

　11月19日（火），トータルエステティック科の３年生による，卒業記念行事の「感謝のビューティー

サロン」が実施されました。保護者を1番最初のお客様として招待し，日頃の感謝の気持ちや，３年間

で学んだ技術の成果を，心を込めて披露しました。エステ・メイク・ネイルの施術を通して，子ども

たちの成長を実感し，保護者の方々も嬉しそうな様子でした。

☆感謝のビューティーサロン☆

保護者の方に初めてのネイルケア♪
少し照れくさそうな様子の生徒たち
でしたが，似合う色を選び，一生懸
命塗っていました。会話も弾み，笑
顔で溢れていました。

取材も受けました。自分の気持ちを言
葉にするのは難しく，緊張していまし
たが，質問されたことに一生懸命答え
ていました。

感謝の言葉

全員笑顔で集合！



－17－

　11月16日(土)に開催した文化公演で，社会福祉科は手話歌を披露しました。２学期に入ってから生
徒が主体となり綿密な練習計画を立て，昼休みや放課後の限られた時間の中でよりよいものを作り上
げました。
　本番では，緊張もしましたが，生徒同士互いを支え合い団結する姿もあり，舞台で最高のパフォー
マンスを見せることができました。
　３年生は最後の大きな行事を成し遂げた達成感を味わい，２年生は先輩の姿勢に感化を受け新たな
目標を持つことに，１年生は行事に関わりながら社会福祉科生として意識を高めるきっかけになった
のではないでしょうか。

文化公演　手話歌で感動を届けました

社会福祉科３年
米澤　姫央 さん

（皇徳寺中出身）

　11月に行われた文化公演
で，私たち社会福祉科はレク

リエーションと手話歌「みんな空の下」を披露し
ました。
　私たちの思いを曲にのせて届けたいという気持
ちで取り組みました。
　練習からずっと「よいものをつくりたい」とみ
んなでことばにしていたので，今までで1番よい
手話歌ができたと思います。

社会福祉科2年
山口　栞央 さん

（谷山北中出身）

　文化公演では，レクリエー
ションと手話歌をしました。

約2か月間昼休みや放課後を使い練習しまし
たが，自分たちが納得できるものにはなかなか
ならず，苦労もありましたが，先輩方や後輩と
の団結力を高めるきっかけにもなりました。
　来年は，私たちが中心となります。よき先輩
方に恵まれ成功することができたので，自分た
ちも後輩から尊敬されるよう，頑張りたいです。

みんなで気持ちを一つにできました 大舞台で思い切りできました
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　11月12日（火）に鹿児島城西高等学校体育館で２名の講師によるスポーツ産業授業が行われました。

　身体のケアでは，全員で簡単にできるストレッチから，身体の仕組みを理解した上で行う身体ほぐ

し運動を学びました。栄養については，事前に各競技の生徒の血液採取を行い，血液から疲労度・不

足栄養についての説明と各栄養素が多く含まれる食材について学ぶことができました。

　今年度２回目となるスポーツ産業授業に進学体育科の生徒全員が参加し，今回学んだことを，普段

の生活から意識し，今後の部活動で，競技力の向上に生かしていきたいです。

スポーツ産業授業

進学体育科2年Ａ組
池山　聖悟 君

(鹿児島育英館中出身)

　今回受けたスポーツ産業
授業では，身体のケアの方

法や自分自身の食事・栄養管理など，とても
専門的なことを学ぶことができました。今回，
学んだ身体のケアなどを今後に生かし，ケガ
をしにくい身体作りを目指し，全国の舞台でも
ベストパフォーマンスが出せるように練習に励
んでいきます。

進学体育科2年Ｂ組
藤田　乃那 さん

(名瀬中出身)

　今回，スポーツ産業授業
では,身体のケアの仕方や栄

養の取り方について詳しく学ぶことができま
した。ケアでは，ストレッチの方法や筋肉の
ほぐし方を学び，栄養では，私の血液を検査
していただき，鉄とタンパク質が不足してい
ることを知り，レバーの摂取を心がけて改善
を図っていこうと思いました。

全員でストレッチ

集合写真，行くぞ！全国！
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　2019年12月４日(水)に，３年生の進路活動体験発表がありました。１．２年生にとっては，まだ先

のことのようですが，早い時期に目標を決めていると，学校生活も充実したものになり進路決定も早

いようです。先輩方の経験を聴くことで，漫然と過ごしていた日々を振り返り，今後の高校生活をど

う過ごすか考える良い機会になりました。

３年生による進路活動体験発表がありました。
～すでに進路活動は始まっていると実感しました～

普通科３年Ｆ組
太田　吉洋 君

(吉野中出身)

　私は奄美看護福祉専門学
校のこども・かいご学科に

進学が決定しました。三者面談までは自宅から
通える福祉系の専門学校を考えていました。し
かし，自分自身を成長させるために，新しい環
境で進学することに決めました。オープンキャ
ンパスでも先生や先輩方がとても優しく接して
くださり，安心して受験することができました。
今まで支えてくれた方々に感謝して，多くの資
格を取り頑張りたいと思います。

普通科2年Ｆ組
浦田　太陽 君

(串木野中出身)

　３年生の進路体験発表が
あり，たくさんのアドバイス

をいただきました。中でも，欠席が無いように
すること，小テストや定期テストの勉強を頑張
ること，なるべく多くの資格を取ることは，全
員の先輩方がおっしゃっていたので，改めて
学校生活を充実させていきたいと思いました。
4月から３年生になるので，進路を早く決めた
いと思います。そのために，欠席ゼロを目指し
てしっかり勉強したいと思います。

☆発表者６名，それぞれ原稿を作って，緊張しながらも大きな声で発表してくれました。

白尾雄志朗君（天保山中出身）
鹿児島医療福祉専門学校　合格

豊田菜美さん（城西中出身）
鹿児島純心女子短期大学　合格
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　11月16日（土）に伊集院文化会館で実施した文化公演で，３年生が中心となって，テーブルサービス
（演目名・ビストロ城西）の技術を披露しました。シャンパンタワー，シェーカーを使ってのカクテルサー
ビス，料理サービス，フルーツカット，激しい炎が魅力の「フランベサービス」など，高度な技術を
披露し，今までの成果を発表しました。

３年間の集大成!! ホテル観光科ハワイ研修旅行を実施
～おもてなしの心と素敵な笑顔で訪問～

　11月17日（日）～11月23日（土）までの７日間，ホテル観光科３年生11名が，アメリカ合衆国ハワイ
州オアフ島へ研修旅行に行きました。ホテル観光科は，校外ホテル実習でホテルからいただく奨学金
を旅費に充て，生徒の自己負担なしで３年次に海外研修旅行を毎年行っています。
　ダイヤモンドヘッドの麓にある，姉妹校のハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジでの短期入
学，映画ジュラシックパークの舞台となった，クアロア牧場でのアクティビティなど，充実した研修
旅行の様子を以下にお知らせします。

文化公演でテーブルサービスを披露
～おもてなしの心と素敵な笑顔で発表～

ホテル観光科３年
小玉　紗矢香 さん

（谷山中出身）

　３年間で200日の校
外ホテル実習を終え

た私たちは，３年間の集大成として，6
泊7日のハワイ研修旅行に行きました。
　ハワイでは，本場のアメリカンサイズ
のハンバーガーを大きな口を開けて苦
戦して食べたり，ワイキキビーチで海を
満喫しました。
　姉妹校では，ハワイの文化や言葉を
学ぶことによって，ハワイのホスピタリ
ティを学べ，楽しくとても有意義な研修
旅行になりました。ありがとうございま
した。

クアロア牧場でアクティビティ
の様子。スリル満点でした

ハワイの定番
「ＴＨＥ ワイキキビーチ」

姉妹校のハワイ大学でフラダ
ンスの授業中

学長直筆の修了証を手に中庭
で撮影

ワイン抜栓。緊張しました エンディングの様子
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　昨年の12月６日（金）に調理科の卒業記念行事である第39回保護者への感謝の集いが開催されました。

　来賓，保護者をお招きしてそれぞれが３年間の思いを込めた料理を作り，バイキング形式の食事会を盛

大に行いました。普段の調理実習とは違い，メニュー作成から材料注文，そして前日の仕込み等大変なこ

とが多かったと思いますが，仲間と助け合いながら精一杯の料理でおもてなしをすることができました。

　当日来場してくださった保護者や先生方も生徒たちの成長した姿に感動している様子でした。

３年間の感謝の思いを料理に込めて

調理科３年Ａ組
大野　雄輝 君
… （東谷山中出身）
　先日，感謝の集いが開催
されました。本番2日前か

ら仕込みが始まり，1日目は班ごとの食材の取
り分け，2日目は本格的に仕込みに入りました。
約60名分の食材を切ったり，下味を付けたり
とても大変でしたが当日多くの方々が自分の
作った料理を食べてくださり，「美味しかった」
と声を掛けていただき本当に嬉しかったです。
大変でしたが良い思い出になりました。

調理科３年Ｂ組
日高　裕貴 君
… （中央中出身）
　この感謝の集いを迎える
まで自分のメニューをちゃ

んと完成させることができるかとても不安で
した。同じ班のメンバーの助けもあり無事に
当日を迎えることができ，時間内に作り終え
ることもできホッとしました。
　これからは，社会人になるので尚一層心を
引き締めて精進していきたいと思います。

授業で学んだ料理を丁寧に作りました 盛り付けも思いを込めて丁寧に

３年間の感謝の気持ちがこもった料理をたくさんの方々に食べてもらえて幸せな１日になりました
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　今回の文化公演では，伊集院町の「ＤＡＹＳ　ＣＯＦＦＥＥ」に作っていただいた生徒考案のオリジナ

ル焼き菓子「すぃーとぽてと」「大人な抹茶ケーキ」「ナッツガトーショコラ」の企画から文化祭での販売

までの一連の様子を発表しました。また，検定用電卓の操作方法の説明や見取り算の計算も行い，生徒た

ちは初めての舞台に緊張しながらも，堂々とした姿でプレゼンテーションや電卓操作を行いました。

　生徒たちが力を合わせて実施し，商業科・ビジネス情報科にとって素晴らしい学習発表の場となりまし

た。また発表の後ロビーで販売しましたが，数分で完売しました。

第２０回文化公演
「商品開発～オリジナル商品の企画から販売まで～」のプレゼンテーションと電卓早打ち披露

商業科３年
東　紫陽 君

（西紫原中出身）

　文化公演において，商業
科で考案し，Days…Coffeeで

作っていただいた三種のスイーツを販売しま
した。ステージでの発表の後だったこともあ
り，わずか数分で完売しました。
　たくさんのお客様に買っていただいてよ
かったです。
　文化祭・文化公演において，授業で学んだ
「商品開発」を実践できてとても良い経験が
できました。

商業科３年
荒原　琉衣 さん

（串木野中出身）

　私は，文化祭及び文化公
演で販売するために商品開

発を行いました。私は「大人な抹茶ケーキ」
を考案し選ばれました。文化公演では商品を
包装し販売しました。生クリーム使用のため，
保存に少し気を遣いましたが，目の前で商品
が売れていくのを見て，私たちの作った商品
が一つひとつ売れていくことに，とても感動し
ました。今回の経験は今後の自信にもなると
思います。

～生徒の考案した商品～
「すぃーとぽてと」
「大人な抹茶ケーキ」
「ナッツガトーショコラ」

プレゼンテーションの様子 電卓操作の様子
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　11月16日（土）に開催した文化公演で，ファッションデザイン科は，１年生から３年生までがファッ

ションショーに出演し，学習の成果を披露しました。自分でデザイン・制作した服を自らがモデルとなっ

てステージを歩きました。授業以外にも放課後や休日にコツコツと作品制作に取り組み，また舞台練

習にも真剣に取り組み，思い出に残るファッションショーになりました。

COLLECTION2019 ～文化公演～

ファッションデザイン科2年
山崎　花音 さん

（谷山中出身）

　私は，ファッションショー
でワンピ－スとセットアップ

を制作しました。昨年より練習時間が少なかっ
たので，上手く歩けるかが心配でしたが，みん
なで協力して，素敵なファッションショーにで
きたと思います。
　来年は３年生になるのでドレスやスーツ，自
由作品の制作やもっときれいに歩けるように頑
張りたいと思います。

ファッションデザイン科1年
藤川　千尋 さん

（伊敷中出身）

　1年生にとっては初めて
の文化公演でした。本番で

は舞台袖でドキドキしながら，先輩たちの魅
力的でかっこいい姿を見て，私も先輩たちの
ようになりたいと思いました。緊張しながら
も無事文化公演を終えました。来年はワン
ピースを制作するので，素晴らしいファッショ
ンショーになるように頑張りたいと思います。

ファッションデザイン科３年
藏前　心春 さん

（川辺中出身）

　文化公演のファッション
ショーでは，1年間かけて

制作した作品を発表しました。３年生は３つの
作品を同時進行で制作しなければならなかっ
たのでとても大変でした。しかし，みんなで協
力して作品もファッションショーも素晴らしい
ものにすることができ，とてもいい思い出にな
りました。ファッションデザイン科で学ぶこと
ができて良かったです。

２年生の作品

３年生
ウェディングドレス

１年生スカ―ト
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　鹿児島城西高等学校に勤務し
て9か月が経ちました。専門学
校と比べてたくさんの行事があ
り，生徒たちは行事一つひとつ
に全力で取り組み，そのクオリ
ティーの高さに毎回驚かされて

います。普段教室で見かける生徒の姿とは全く違
う別の姿に感動させられます。若い皆さんは将来
どんなことができるのだろう，と楽しみでなりま
せん。そんなふうに生徒の皆さんは限りない可能
性を秘めていると思います。ですので，夢を持ち
ましょう！　目標を掲げましょう！　強い気持ち
を持ち続けて努力を重ねていくと，自ずと道がで
きていきます。勉強，仕事，趣味，恋愛，結婚，
何でもいいのです。

“Where…there's…a…will,…there's…a…way”
「意思あるところに道がある」

　私ごとですが，4月の生徒会新聞のインタ
ビューで「趣味は海外旅行」と答えました。実を

言うと，このところ趣味と言えるほど海外に行け
ていません。そのため目標は2年以内にイギリス
に行くことです。なぜイギリスかというと，10
年ほど前に，海外研修で学生を引率した際ホーム
ステイしたホストファミリーと親しくなり，今で
も交流が続いています。それ以来イギリスが大好
きになりました。5年前にプライベートで訪れま
したが，以前と変わらず魅力ある国でした。その
イギリスにまた行きたいのです。それが近々の目
標の一つです。そのために一生懸命仕事します。
健康でいます。英会話力をブラッシュアップしま
す。生徒に英語の楽しさを伝えていきます。この
ようにして道ができてくるのです。そして今何を
成すべきかが見えてきます。夢や目標があると毎
日が楽しくなります。多少辛いことがあっても頑
張れます。
皆さん，夢を持ちましょう！
目標を掲げましょう！

“Where there's a will, there's a way”
　　「意思あるところに道がある」

ホテル観光科・商業科・ファッションデザイン科　河野　ひとみ

ホテル・ブライダルスタッフへの最短距離 
学びと研修の二刀流！～収入を得ながら学べる学校～

鹿児島ホテル短期大学校 
オープンキャンパス 

〒892-0846 鹿児島市加治屋町 4-25
TEL099-239-2601 FAX099-226-2801 
HP http://www.nissho.ac.jp/khc 

参加費無料 

３月７日(土)
9：30～13：30
・学校説明
・在校生体験談
・模擬授業
・ホテル見学＆ランチ
　(保護者説明会)

※保護者の参加も歓迎 

～ホテルで見学・ランチ体験～



１・２月行事予定
日 曜日 行　　　　　　　　　　　事

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
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） ドリームコース卒業生を送る会
16 （木） 特別作業（4Ｈ）・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 ～
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・感謝の集い（ホテル観光科）
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

2／３ （月） ３年生再試験1日目・全校書取50問・通学時指導・容儀指導（6Ｈ）
4 （火） ３年生再試験2日目
5 （水） ３年生再試験３日目・第5回就職模擬試験（０Ｈ）・2年生面接指導（7Ｈ）
6 （木） 全校書取り11回
7 （金） 卒業認定会議
9 （日） 併願合格者対象学科説明会
10 （月） ３年生出校日（4Ｈ）・（特）保護者への感謝の集い
11 （火） 建国記念の日
12 （水） 第10回英語小テスト
13 （木） 全校書取り12回
15 （土） 芸文公演・専攻科保護者会
17 （月） 振替休日（2／ 15分）
18 （火） 職員会議・共生・専攻1年学年末試験～ 21日
19 （水） 学年末試験時間割発表・奄美看護福祉専門学校説明会（2年　7Ｈ）・寮生指導
20 （木） 第10回数学小テスト
21 （金） 認定エステティシャン筆記試験
23 （日） 天皇誕生日
24 （月） 振替休日・現場実習（共生1年）
25 （火） ３年生出校日（終日）・進路に関するＨＲ活動（1･2年）・履歴書指導（2年）
26 （水） ３年生出校日（終日）・高校生のための合同企業セミナー（2年　13：30 ～ 16：00）
27 （木） ３年生出校日（終日）・卒業式練習
28 （金） 前日表彰・同窓会入会式・卒業式練習・特別作業

※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。




