
保護者への感謝の集い

令和２年

No.476
月号２

発行／令和２年２月1日
鹿児島県日置市伊集院町清藤1938

電話 099（273）1234

夢あふれ 希望の花咲く 鹿城西！

TOPICS
● サッカー部　西日本大会Ｕ－16優勝！
● 南九州私立高等学校バレーボール選手権大会
　 男子バレーボール部優勝　女子バレーボール部準優勝

令和２年 スローガン



 巻頭言 　「生徒募集に携わって」　中高連絡部長　茶圓　孝一……………………………… 1

 特集１ 　３学期がスタートしました！…………………………………………………………… 2

 特集２ 　吹奏楽部　クリスマスコンサート開催………………………………………………… ３

 特集３ 　サッカー部　西日本大会Ｕ－16優勝！… …………………………………………… 4

 特集４ 　南九州私立高等学校バレーボール選手権大会
　　　　　男子バレーボール部優勝　女子バレーボール部準優勝…………………………… 5

 頑張れ部活動 　チアリーディング部　〜 BEE…STARS 〜……………………………………… 6
　　　　　　　　ヘアーデザイン部　美容師の夢はここから！……………………………… 7

 寮生活だより 　「ビクトリー寮2020年スタート!!」……………………………………………… 8

 生徒会トピックス 　「クラスマッチ」……………………………………………………………… 9

 教務部から 　資格・検定への挑戦！……………………………………………………………… 10

 生徒指導部から 　2019年度「思春期と健康の講演会」を実施… …………………………… 11

 進路指導部から 　「卒業生による職場体験講話開催」…………………………………………… 12

 中高連絡部・広報企画室から 　本校視察………………………………………………………… 13

 特別支援教育部から 　「社会見学及びスポーツ教室実施！」………………………………… 14

 ヘアーデザイン科だより 
　　　　「ヘアーデザイン科卒業記念行事
　　　　　　　サンクスプロジェクト〜感謝のヘアーサロン〜」……………………………… 15

 トータルエステティック科だより 　「認定エステティシャン実技試験を終えて」………… 16

 社会福祉科だより 　「介護福祉士国家試験受験合格祈願」…………………………………… 17

 進学体育科だより 　「進学体育科　〜鹿児島県高校新人大会に向けて〜」…………………… 18

 普通科だより 　「パティシエコース・アプリケーションコース　感謝の集い」…………… 19

 ホテル観光科だより 
　　　　「レストランサービス技能士国家資格３級合格おめでとう!!
　　　　　　　〜おもてなしの心と素敵な笑顔で合格〜」……………………………………… 20

 調理科だより 　「新年の抱負」……………………………………………………………………… 21

 ビジネス情報科だより 　商業科卒業記念行事〜感謝のおもてなし〜を開催………………… 22

 ファッションデザイン科だより 
　　　　「保護者への感謝の集い…〜感謝のファッションショー〜」… ………………………… 23

 清藤の丘から 　〜教職員のコラム〜
　　　　ピンチをチャンスに変えるために　　　　福祉共生専攻科　片岡　康一………… 24

お知らせ……………………………………………………………………………………………… 24

行事予定表

CONTENTS



－1－

募集の仕事に携わって早い

もので14年目が終わろうとし

ている。毎年，この時期にな

ると来年度はどれくらいの入

学者があるのだろうか，また

私学にとっては最も重要なことである定員確保

ができるのだろうかと担当者としては非常に気

になる時期である。

本校に教員として採用され34年目になるが，

採用された当初はホテル観光科，調理科，商業

科，自動車科，設備工業科，服飾デザイン科が

あり，校舎も鹿児島市の薬師の地に存在してい

た。生徒数も800名程度と少なかったが，伊集院

に移転し，自動車科や設備工業科が募集停止に

なる中，社会福祉科や普通科を新設，その後ヘ

アーデザイン科をはじめトータルエステティッ

ク科，普通科芸術文化コースやパティシエコー

スなど様々な学科・コースが次々に新設されて

きた。生徒数も1200名を超え，現在では地方の

大規模校として周知されるようになった。

ここまで，本校が成長できたのは，常に時代

に即応した新しい学科・コースを新設してきた

学園の経営方針もすばらしいと思うが，その新

しい学科・コースに所属してきた多くの先生方

の献身的な努力が最も大きな要因のひとつだと

思っている。また，その新しい学科・コースに

在籍した生徒たちも，多くの資格を取得し，就職・

進学実績をつくり新しい道を切り開いてくれた

パイオニア（開拓者）である。その先生方や生

徒の頑張りがなければ，新設した学科がここま

で存続し発展してこなかったのも事実である。

スポーツ面においてもワールドカップで活躍

した大迫勇也選手，日本プロオープンゴルフで

優勝した稲森祐貴選手，旭化成に所属しニュー

イヤー駅伝で日本一に貢献した大六野秀畝選手

など鹿児島城西高等学校の名声を大いに高めて

いただいた。

また，部活動においても春の選抜高校野球へ

の出場が有力視されている野球部をはじめ各部

活動の活躍もめざましく，生徒募集の一役を担っ

ているのはいうまでもない。

このような生徒の活躍（OBを含めて）のお

陰で本校が存続していることを考えるとまさに

チーム城西が「ONE TEAM」になった結晶の

証が現在に繋がっているといっても過言ではな

い。

今年も4月には多くの新入生が入学してくる。

保護者や生徒の期待を裏切らない教育活動の取

組が次の生徒募集に繋がるのだということを肝

に銘じ募集の仕事に携わっていきたい。

生徒募集に携わって

中高連絡部長　茶圓　孝一
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　１月８日(水) ３学期始業式が執り行われました。校長の式辞では本校卒業生や，部活動の活躍などが

紹介されました。また，令和２年の日章学園スローガンの発表があり，「心を一つに」のスローガンのもと，

生徒，保護者，教職員が鹿児島城西高等学校の発展のため，「心を一つに」ONE TEAMで頑張っていき

ましょうと今年の目標を示されました。

　令和２年も鹿児島城西高等学校の活躍を期待しています!!

３学期がスタートしました！

始業式の様子

学園歌斉唱

校長のお話

登校風景

普通科2年A組
濵屋　虎白 君
… （蒲生中出身）

　令和2年度の生徒会長を
させていただくことになり

ました。私は今まで高校の生徒会を経験した
ことはないのですが，私なりに一年間精一杯
力を込めて取り組み，充実した一年を過ごせ
るように頑張りたいと思います。
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　12月17日（火），吹奏楽部の皆さんがスリーオンコートでクリスマスコンサートを開催しました。曲目

は，「ロマンスの神様」・「もろびとこぞりて」などのクリスマスソングメドレーを奏でました。中盤は先

生方もサプライズで参加し，全校生徒が盛り上がりました。

 吹奏楽部　クリスマスコンサート開催

クリスマスコンサートの様子

ビジネス情報科2年
福留　玲奈 さん
　　　（桜丘中出身）

　　先月，私たち吹奏楽部はクリスマスコンサートを行いました。
　　曲決めから練習・演出まで部員全員で取り組みました。本番当日はゲストの

先生方にもご協力を頂き,…生徒の皆さんも楽しめていただけたのではないかと思います。これから
も,学校を盛り上げられるように演奏活動に励みたいと思います。新入部員もお待ちしています。
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　2019年12月24日（火）～26日（木）に山口県防府市で，“西日本大会Ｕ－16”が開催され，１年生19

名が出場しました。予選を２勝１分けで１位通過し，決勝で長崎総合科学大学附属高等学校に８対０で

勝利し，見事優勝しました。これまでの練習の成果が発揮され，令和２年もサッカー部の活躍が大いに

期待されます。

　以下に，大会の様子と選手のコメントを紹介します。

進学体育科1年Ｂ組
川原　琉翔 君
　　　（鹿児島育英館中出身）

　私たちサッカー部1年生は，蹴球男児リーグで優勝し，西日本大会に出場しま
した。入学した頃から1年生の中では西日本大会優勝を目標に頑張ってきました。

この大会を通じて，一人一人が成長でき，その結果優勝という目標を達成することができました。
この結果に満足せず，これからも個人の技術を高めて，結果を残し続けたいです。

サッカー部　西日本大会Ｕ－１６優勝！

チャンピオンＴシャツを身に付けて記念撮影

ベンチで指示を受ける選手たち一丸となって，優勝を目指します！
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男子
大会結果

　2019年12月14日（土）～15日（日）に鹿児島県で開催された南九州私学バレーボール大会で，本校の

男子バレーボール部が見事優勝し，全国私学大会への切符を獲得しました。今後の全国大会での活躍を

期待します。また，女子バレーボール部は惜しくも決勝で敗れ，準優勝という結果でした。

南九州私立高等学校バレーボール選手権大会

男子バレーボール部 優勝　女子バレーボール部 準優勝

最高のプレーで頑張ってきます 新人戦に向けて頑張ります

進学体育科2年Ａ組
川ノ上　太暉 君

（緑丘中出身）

　新チームになって2回目
の大会である南九州私学大

会で優勝し，全国大会への切符を手にするこ
とができました。新チームになってまだ間も
ないので，課題が多いのですが，残り2か月
でもっと成長していきたいです。鹿児島県代
表としての自覚をもって，自分たちが出せる
最高のプレーを出し切ってきます。

普通科2年Ａ組
小田原　梨乃 さん

（福平中出身）

　私たちは，南九州私学大
会で準優勝しました。攻め

のプレーなど自分たちのプレーができなかっ
たことが優勝に届かなかった敗因だと思いま
す。新人戦までの残り少ない期間で一人一人
が課題をクリアしていき，新人戦では優勝で
きるように頑張りますので，応援よろしくお
願いします。

予選リーグ 準決勝

本校２－０鹿児島実業高校 本校２－０樟南高校

本校２－０鹿児島情報高校 決　勝

本校２－０日向学院高校（宮崎県） 本校２－０日向学院高校（宮崎県）

優　勝 準優勝
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ビジネス情報科2年
菊川　由唯 さん

（和田中出身）

　私たちは応援や大会に向
けて「元気・勇気・笑顔」

を心がけ活動しています。今年は，かごしま
国体式典演技を披露させていただきます。滅
多にできない体験をさせていただけることに
感謝し，精一杯楽しみながら演技しようと思
います。そのためにも，チームワークを意識
して練習に取り組みたいと思います。
… （チアリーディング部　部長）

ヘアーデザイン科2年
小松　未来 さん

（伊敷中出身）

　私たちチアリーディング
部は，地域のイベントや，

様々な部活動の応援を中心に活動していま
す。今年は，国体式典という大舞台の出演が
あるので，皆で心を一つに頑張っていきたい
です。また，応援ではたくさんの部活動に勝
利を勝ち取ってもらえるように選手に届く応
援を心がけたいです。
… （チアリーディング部　副部長）

　私たちチアリーディング部は，本年度からチアリーディングコーチの園田先生，タンブリングコーチの栫先生

（月２回）のご指導のもと，本格的なチアリーディングを学び活動しています。主な活動は応援活動とチアリーディ

ングをしています。生徒個々に応じた技術指導をしてくださるので初心者からでも始めることができます。イベ

ント出演だけではなく，大会出場も目指しており，体力づくり，筋力トレーニングから柔軟まで，基礎練習を大

切にしています。2020年は，「燃ゆる感動 かごしま国体」「燃ゆる感動 かごしま大会」の式典演技に出演します。

　チアリーディング部では一緒に楽しめる仲間を募集しています。初心者大歓迎です！ぜひ，「元気・勇気・笑顔」

をモットーに，美しさを楽しむ表現スポーツでもあるチアリーディングを一緒に楽しみませんか。興味がある生

徒は，体育館ステージをのぞいてみてください。

〜 BEE STARS 〜

チアリーディング部

▲野球応援

▲鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム出演

▲アミュプラザのクリスマスマーケット出演
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　私たちヘアーデザイン部は，毎週火曜日の放課後に活動しています。特徴はヘアーデザイン科の生徒

のみが入部できること，授業では教わることができない美容の技術を学び，追求することができること

などです。また，週に１回の活動なので，遠方からの通学生も無理なく活動することができます。

　主な活動内容は，休業日でのボランティア活動への参加，文化公演でのヘアメイクショーへの出演，

昨年はプロの美容師による撮影指導などもありました。

　今後も，美容の技術を追求し，美容師になる夢を実現させたいと思います。

ヘアーデザイン科2年
郷原　咲姫 さん

（第一鹿屋中出身）

　私たちヘアーデザイン部は，
ヘアーデザイン科の生徒のみ

が入部できますが，1年生から３年生までみな仲
良く活動しています。文化公演前はヘアメイクや
ヘアセットの練習で大変なときもありますが，み
んなで知恵を出し合い成功することができました。
　今後もよりよい活動ができるようにがんばりま
す。

ヘアーデザイン科2年
仮屋　恵愛 さん

（加世田中出身）

　私たちヘアーデザイン部
は，毎週火曜日の放課後に

活動しています。週に1日の活動なので，他
の部活動もしながら，入部している生徒もい
ます。プロの美容師さんによる撮影指導では，
カメラマンの方も来られ，楽しく学習するこ
とができました。これからも，美の追求を目
指しがんばります。

美容師の夢はここから！

ヘアーデザイン部

ファッションショーのお手伝い

プロの美容師による撮影指導

文化公演での様子
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　野球部・男子サッカー部・駅伝部の３部で生活をしている強化部合宿所ビクトリー寮の令和２年がス

タートしました。

　男子サッカー部と駅伝部は新人戦に向けて，野球部は春の選抜高校野球大会に向けてそれぞれの目標

に向かって毎日練習に取り組んでいます。

　今年は３部揃っての全国大会出場を目指して頑張ります！！

ビクトリー寮2020年スタート!!

進学体育科2年Ｂ組
立石　雷音 君
（鹿児島育英館中出身）

　私はビクトリー寮で生
活しています。今年は寮

内の体調管理を徹底させ，食事面への意識
を高め，常に良いコンディションを維持し
てサッカーができるように，またフィジカ
ルを更に強化できるように取り組みたいです。
そして全国大会への出場を果たせるよう頑
張っていきます。

進学体育科2年Ｂ組
野村　昭夢 君

（有明中出身）

　私の今年の抱負は，新人
駅伝大会と11月の県大会で

2冠を取ることです。そのために副キャプテ
ンとして練習でチームを引っ張る気持ちで
チーム力の向上に努めます。寮生活では規則
を守り，生活面を正していけば競技力も伸び
ると思いますので，自分が模範となれるよう
生活していきます。

進学体育科2年Ａ組
古市　龍輝 君
（鹿児島育英館中出身）

　私は，野球部に在籍して
現在はビクトリー寮で30名

の部員と生活しています。寮生活では規則正
しく生活し，ケガの無い一年にしたいと思い
ます。
　野球の方では選抜高校野球大会での優勝と
春夏連覇の目標に向けて一日一日の練習を大
切にしていきたいです。
　チーム一丸となって頑張っていきます。

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／マンションサンライズ

ビクトリー寮での様子
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　12月19日（木）・20日（金）の２日間にわたり，バレーボール・バスケットボール・ソフトボール・フット
サル・卓球・オセロの各競技が本校体育館・本校グラウンド・伊集院総合体育館・小鶴ドームでそれぞれ
開催されました。私たち生徒会は準備にあたり，いかに生徒の皆さんが楽しく思い切りプレーできるかを，

体育部長を中心に全員で考えました。新生徒会の体制となって初の行事だったので，うまくいくかとても
不安でしたが，無事に日程を終えることができ，充実感でいっぱいです。生徒の皆さんもとても楽しそう
にプレーし，違う競技やＨＲでも大きな声で応援をしている様子を見かけることができました。
　この経験をこれからの学校行事に生かし，学校全体がより一層盛り上がるように力を尽くしていきたい
と思います。

クラスマッチ

普通科芸術文化コース1年
馬込　博史 君
　　　（錦江中出身）

　生徒会役員の体育部長に任命されて1番最初の行事がクラスマッチでした。
　前日までの準備では，トーナメント表やメンバー表を作成し，当日は全体の

運営や競技の準備などをしました。生徒会役員として，また体育部長として，初めての活動にや
りがいを感じることができました。
　これから更に忙しくなるので不安もありますが，体育祭やクラスマッチなどの行事を成功させ
られるように，自分の仕事に責任をもって全力で取り組んでいきます！

1年生は初めてのクラスマッチでした☆バレーボールの様子

新生徒会役員としての初めての仕事です！
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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

　本校は資格取得推進校として，卒業までに多くの資格・検定に挑戦することを勧めています。

　なかにはその学科に所属しなくては受験できないものもありますが，全学科共通して挑戦できる資格・

検定もたくさんあります。次の表を参考にして，意欲的にチャレンジしてほしいと思います。

資格・検定への挑戦！

学　科　名 学科特有の資格
在学中に挑戦できる資格

（全学科共通）

ヘアーデザイン科

美容師国家試験受験資格　　
日本化粧品検定
ボディジュエリー修了証
ネイリスト技能検定
トータルビューティーコーディネーター

日本漢字能力検定

実用数学技能検定

実用英語技能検定

サービス接遇実務検定

秘書検定

日本語ワープロ検定

色彩検定

危険物取扱者資格

ボイラー取扱者技能講習
修了証

トータルエステティック科

認定エステティシャン
メイクライセンス及び修了証
アロマコーディネーター修了証
ネイリスト技能検定３級　　ネイル修了証
ボディジュエリー修了証

普 

通 

科

パティシエコース 製菓衛生師国家試験受験資格

芸術文化コース
エアロビクスインストラクター受験資格
ＪＤＡＣ認定ダンス指導員

アプリケーション
コース

ＩＴパスポート
コンピュータサービス技能評価試験（ＣＳ検定）
Microsoft office specialist（ＭＯＳ）検定

社会福祉科
介護福祉士国家試験受験資格
日本赤十字救急法救急員

ホテル観光科

国連英語検定　　秘書検定
ビジネス実務マナー検定
サービス接遇実務検定
レストランサービス技能士国家資格３級
ホテルビジネス実務検定ベーシックレベル２級

調　理　科
調理師免許証（卒業時取得）
専門調理技術考査（学科試験）
食育インストラクター認定資格

商業科
ビジネス情報科

ＩＴパスポート
簿記検定　　電卓検定
情報処理検定
ビジネスコミュニケーション検定
販売士検定
ビジネス文書実務検定

ファッションデザイン科

全国高等学校家庭科被服製作技術検定
華道小原流初等科免許状
チャームきもの装塾着物着付け過程修了証
ファッション販売能力検定
ボディジュエリー修了証
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊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 ～

2019年度「思春期と健康の講演会」を実施
　2019年11月20日（水），公益財団法人 日本公衆電話会の上村孝美（うえむら　たかみ）さんを講師
としてお招きし，「インターネットの安心・安全な使い方」～ネットの被害者にも加害者にもさせないた
めに～の演題で講演していただきました。（１）ネット依存（２）ネットいじめ（３）誘いだし・成りす
まし（４）個人情報（５）ネット詐欺（６）著作権・肖像権（７）トラブルにあわないためのまとめと
いう内容でした。みなさんに次のことについて考えてほしいと思います。

　高校生のみなさんへ　　
　社会の情報化がますます進展していくなかで，高校生のみなさんもこの情報社会に積極的に参画して
いかなければなりません。
　情報の持つ役割，情報の適切な収集・活用，発信や伝達の方法，その情報がもたらす影響など，情報
の有効な活用について考える必要があります。
　現在，携帯電話やパソコンなどを通じたインターネット利用が急速に広がるなか，インターネット上
での誹謗中傷やいじめ，犯罪や違法・有害情報などが大きな社会問題となっています。
　情報化した社会において，私たちが主体的に生きていくためには情報に関する基本的なルールについ
て考えなければなりません。

１．情報発信による他人や社会への影響について考える
２．ネットワーク上のルールやマナーについて考える
３．情報には自分・他人それぞれに権利があることを考える
４．情報には誤ったものや危険なものが存在することを考える
５．情報機器の使用による健康とのかかわりについて考える

　さまざまな情報に対して適切に判断し，かつ適正な行動のとれる能力，いわゆる情報活用能力を身に
付けることが，今後ますます重要になります。

生徒会お礼の言葉上村孝美さんの講演の様子
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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 ～

　１月22日（水），卒業生による職場体験講話を行いました。今後進路選択をしなければならない１・２

年生や，卒業を控えた３年生に，働くことに対する関心や自覚を持たせるとともに，社会生活に必要な

心構え，高校在学時に取り組んでおくべきことなどについて真剣に考える機会とすることを目的とした

ものです。

　今回は，鹿児島県警に勤務している泊夏海さん（平成30年３月　普通科進学公務員コース卒業），南

国交通株式会社に勤務している宮田晴香さん（平成30年３月　普通科芸術文化コース卒業）をお迎えし，

高校を卒業してから現在までの苦労や，勤務を続けることで得られた信頼，学校生活と実社会の違いな

どを話してもらいました。

　生徒たちは，先輩が経験に基づいた講話を，一言も聞き漏らすまいと集中して聴き，熱心にノートに

メモを取る姿がありました。

　今回の講話を聴いて得られたことを，これからの学校生活に生かすとともに，学校生活が実のあるも

のになるよう過ごしてほしいです。

卒業生による職場体験講話開催

普通科2年Ａ組
平峯　邑 さん

（加世田中出身）

　職業講話の話を聞き，卒
業後の進路についてより一

層考える機会になりました。
　私は地方公務員を目指しています。今回講
話をして下さった泊さんのように部活動と勉
強の両立をし，夢を叶えられるように残り少
ない学校生活をよりよいものにしたいと思い
ます。

ビジネス情報科2年
木原　萌海 さん

（串木野中出身）

　職場体験講話の話を聞き，
進路実現までの流れを知る

ことができました。
　私は，就職希望ですがまだ進路が決まって
いません。今回の講話を聴き，先生方や友人
に相談しながら自分に合った進路を決めたい
と思います。

泊夏海さん（鹿児島県警勤務） 宮田晴香さん（南国交通株式会社勤務）
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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～

　本校ではより多くの方々に本校の魅力を知ってもらうために，中学校の生徒やＰＴＡの方々を対象に

視察受け入れを行っております。校内を視察するときは，各学科の説明をすべて生徒が行い，日頃学ん

でいる専門技術を披露する学科・コースもあります。その案内説明の様子を一部ご紹介いたします。こ

れからもより多くの方々のご来校を心から歓迎いたします。

本　校　視　察

パティシエコース：実習実演 ファッションデザイン科：学科説明

アプリケーションコース：ドローン飛行実演

社会福祉科：介護体験運動

ヘアーデザイン科：ワインディング

芸術文化コース：ダンスパフォーマンス披露
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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 ～

　普通科共生コース・福祉共生専攻科では，2019年12月19日（木），20日（金）に，社会見学・スポーツ

教室を実施しました。これは，校外活動や施設利用を通して，余暇活動に対する興味･関心を高めること，

また，集団行動のなかでのルールやマナーの向上と，レクリエーションを通した体力向上をねらいとし

たものです。１日目は，科学館見学やボーリングを楽しみ，２日目は吉田文化体育センターにてニュー

スポーツ・レクリエーションを行い，有意義な時間を過ごすことができました。

社会見学及びスポーツ教室実施！

事前指導をしっかり聞く生徒たち

卓球バレーを初体験しました

ディスク投げ，間を通すのは難しかったです

バスケット，激しく動きました

ルールを守って楽しめました

チームワークが深まりました

ボッチャも楽しみました

フライングディスク，上手く飛ばせました
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　12月９日（月），ヘアーデザイン科の卒業記念行事であるサンクスプロジェクト「感謝のヘアーサロ

ン」が実施されました。

　初めてのお客様としてご家族の方をお招きし，髪のセットやネイルケア，メイクアップなどを行う

この行事を楽しみにしながら３年生はこれまで準備をしてきました。

　慣れない手つきながらも一所懸命に取り組んでいる姿を見て，招かれたご家族の皆さんも嬉しそう

でした。今回はカットに挑戦した生徒もおり，でき上がりに満足されているようでした。施術を行っ

た後は，家族で記念写真を撮り，皆さんいい笑顔で写真に収まっていました。

　午後には，感謝の言葉をしたためた手紙を一人ずつ読み上げ，いつもは言えない気持ちを伝えられ，

みなさん感激しておられました。

　３年生は２月初めに美容師国家試験の実技試験を，３月１日（日）に筆記試験を受験します。感謝の

気持ちを忘れずに，合格に向けて頑張ってほしいです。

ヘアーデザイン科卒業記念行事
サンクスプロジェクト～感謝のヘアーサロン～

ヘアーデザイン科３年
香妻　里佳 さん

（上小原中出身）

　12月9日（月）にサンクス
プロジェクトがありました。

私は，母にネイルやハンドケアをしました。
母は家事で手が荒れていたり，また普段あま
りネイルをしないため喜んでくれました。
　最後に手紙を読み，今まで感謝を言葉にす
ることはなかなかないため緊張したけれど，
自分の思いを伝えることができました。

ヘアーデザイン科３年
道下　史菜 さん

（鹿屋東中出身）

　12月9日（月）にサンクスプ
ロジェクトが行われました。

　私は，今までの感謝の気持ちをこめて母に
メイクやネイルをしました。この18年間で
伝えられなかった感謝の気持ちを手紙で伝え
ることができて良かったです。
　就職してから恩返しができるように美容師
国家試験合格に向けて頑張りたいと思います。

たくさんの保護者がお越しくださいました 感極まり涙ぐむ生徒
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　本校のトータルエステティック科では３年間でエステティックに関する基礎理論・技術を学び，３年生時に
日本エステティック協会主催の「認定エステティシャン」という資格取得を目指します。実技試験を合格した
生徒のみ，筆記試験を受けることができます。
　本年度も，16期生の３年生11名が2019年12月４日（水）～５日（木）の２日間，認定エステティシャン実技試験

（フェイシャル・ボディ）を受験しました。週２回の実習以外でも，放課後を使い，難しい技術や理論を習得しな
がら，11名一丸となって全員合格を目指し試験に挑みました。
　無事に16期生11名全員が実技試験に合格し，次は２月２１日（金）に行われる筆記試験を受験します。３年間
の集大成としてこれまで学んだことを生かし，筆記試験も全員合格を目指して頑張ってほしいと思います。
　実技試験を終えた３年生の感想を紹介します。16期生の全員合格！応援よろしくお願いいたします。

認定エステティシャン実技試験を終えて

トータルエステティック科３年
川村　未佳 さん

（和田中出身）

　認定エステティシャン実技
試験に向けて，毎日放課後に

残り，お互いの技術を高め合いながら，クラス一
丸となって練習に励みました。私も，友人や先生
方に助けてもらいながら，３年間学んできたこと
を生かし，本番に臨むことができました。
　実技試験を全員で乗り越えることができて，と
ても嬉しかったです。次は，2月に受験する筆記
試験に向けて，更に気を引き締め頑張っていきた
いと思います。

トータルエステティック科３年
篠原　美優 さん

（桜島中出身）

　12月4日（水）から認定エス
テティシャンの実技試験があ

りました。クラスのみんなと居残りをして，これま
で以上に真剣に練習に取り組みました。手技を行
いながら質問に答えるのはとても難しく，思うよう
にできなくて悔しい思いもたくさんしましたが，ク
ラスのみんなが親身になって支えてくれたおかげ
で，合格することができました。今度は2月21日
（金）に実施される筆記試験に向けて頑張ります。
クラスのみんなに，ありがとう！と伝えたいです。

フェイシャル実技試験の様子です☆

試験後，試験官からレクチャーを受けました！

手を止めずに口頭試問に答えます！

合格発表の様子です☆緊張しています！
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　１月26日（日）に第32回介護福祉士国家試験が行われたところですが，受験生に向け，昨年の12月

23日（月）に後輩たちから合格祈願の千羽鶴と全員のメッセージ入りの色紙の贈呈がありました。

　３年生は受験を終えほっとしつつ，合格発表まで気を緩めることのできない日々です。

　２年生は，はやくも今年が受験本番となります。今回３年生に送った思いを自分のこととして，日々

の学習活動に取り組んでいくことでしょう。

介護福祉士国家試験受験合格祈願

社会福祉科３年
大津　晃誠 君

（緑丘中出身）

　1・2年生の皆さん，私
たち３年生の「介護福祉士

国家試験」合格のため，千羽鶴と色紙を贈っ
てくれてありがとうございました。私たちは
1月26日（日）に受験した国家試験のために，
皆で心を一つに頑張りました。後輩たちから
の温かいことばを日々励みにして，しっかり
と取り組みました。
　よい結果を報告できればと思います。

社会福祉科2年
小野　美優 さん

（山川中出身）

　３年生の先輩方は，毎日
国家試験受験に向けた学習

に努めていました。私たち1・2年生は，千
羽鶴と合格祈願のメッセージを書いた色紙を
贈りました。３年生全員が今まで積み上げ，
成長した実力を生かして合格してほしいです。
　次は私たちの番なので，皆で合格できるよ
うに，しっかり授業の復習や模擬問題等に取
り組み力を付けていきたいです。

後輩から心を込めて思いを伝えました 悔いの無い結果を祈ります
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　令和２年，鹿児島県高校新人大会が，駅伝部２月１日（土），男女バレー１月18日（土）～ 20日（月），男

子サッカー１月19日（日）～ 25日（土）に実施されます。昨年は野球部が九州大会で活躍し，鹿児島城西

高等学校を大いに盛り上げ、春のセンバツ出場に大いに期待できる成績を収めてくれました。空手道部

はすでに新人戦が行われており，新人戦優勝しています。昨年，男子サッカーは県大会、九州大会も優

勝しました。男女バレーは昨年，県内初のアベック優勝を果たし，男子バレー部は二連覇を達成しました。

駅伝部も昨年悔しい思いをしているので頑張ってほしいです。今年一年良いスタートが切れるように全

力で闘ってほしいと思います。今年も鹿児島城西高等学校の名を全国に鳴り響かせてほしいです。各部

の選手に意気込みを聞きました。

進学体育科 ～鹿児島県高校新人大会に向けて～

進学体育科2年Ｂ組
上別縄　怜 君

(桜丘中出身)

　私たち男子バレー部は，
1月18日（土）から行われる

新人戦に出場してきます。新チームになり初
めての大会で緊張していますが，自分たちら
しい速いコンビバレーができるように残り少
ない練習を頑張っていきたいです。
　絶対に優勝し，三連覇を勝ち取ります！

進学体育科2年Ａ組
中田　紫音 君

(朝日中出身)

　自分は今，駅伝部に所属
し，県駅伝，新人駅伝で優

勝することができず，またインターハイ出場者
もいませんでした。今年から自分たちの代とな
るので，まずは2月1日（土）の新人駅伝で優勝
し，インターハイ，都大路に出場できるように
チーム全員で頑張っていきたいと思います。

進学体育科2年Ｂ組
田之畑　真鈴 さん

(北指宿中出身)

　いよいよ新チームになっ
て初めての県大会が始まり

ます。
　昨年は，26年ぶり，県内初のアベック優
勝をすることができました。今回も優勝を目
指してチーム全員で1戦1戦大切に戦いたい
と思います。応援よろしくお願いします。

進学体育科2年Ａ組
古薗　汰久己 君

(静岡県御殿場市立
富士岡中出身)

　私たちサッカー部は，1
月19日（日）から行われる鹿児島県高校サッ
カー新人大会に出場します。新チームになっ
て初めての大会で，今年一年に勢いをつける
ためにもとても大事な大会になると思いま
す。チーム一丸となって優勝を勝ち取ります。
応援よろしくお願いします。
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　普通科パティシエコース・アプリケーションコースでは，12月13日（金）に感謝の集いを実施しました。
　３年生によるこの行事は，高校３年間の学校生活を支えてくれた保護者に向けて，感謝の気持ちを表
すもので，当日は，多くの保護者の方々にも出席していただきました。
　パティシエコースでは，卒業作品展「感謝の心をお菓子に込めてThanks Sweets Party」として生
徒それぞれが工夫を凝らし，一人60個のお菓子を作製し，保護者や来賓の方々に試食をしていただきま
した。また，外部オーナーをお招きし，それぞれの作品を評価していただくと共に表彰を行っていただ
きました。連日遅くまで残り，心を込めて作製した作品は，生徒の３年間の想いと成長も感じられる作
品ばかりでした。
　アプリケーションコースでは，３年間で学習したプログラミングの技術を駆使して完成させた，アプ
リケーションソフトなどの卒業制作作品のプレゼンテーションを行いました。アイデア溢れる作品を見
て，保護者も技術の高さを実感していただけたようでした。
　卒業を迎える３年生にとって，学習成果の発表を通して，保護者への感謝の気持ちを伝え，卒業後の
飛躍を誓う素晴らしい行事となりました。当日は，お忙しい中ご出席いただき，ありがとうございました。

パティシエコース・　
アプリケーションコース　感謝の集い

パティシエコース３年
佐多　桃果 さん

(桜丘中出身)

　12月13日（金）に卒業作品
展が行われました。この日

のために2週間程前から準備をしました。
　当日は，みんなが思いを込めて作ったケー
キを並べ，保護者への感謝の気持ちを伝える
ことができました。
　私は，4月からパティシエとして働きます。
パティシエコースで学んだことを忘れず，立
派なパティシエになるために，これからも頑
張ります。

アプリケーションコース３年
清水　光月 君

(市来中出身)

　私は，卒業制作で３Dアニ
メーションのための３Dモデ

ルを作製しました。自分のこだわりが形になり，
喜びと達成感を得ることができました。また，
クラスメイトの思い出をまとめた動画作品の制
作を任され，完成した動画作品を披露しまし
た。自宅でも遅くまで編集作業を行い，たくさ
ん苦労もありましたが，上映後に多くの拍手を
いただき，本当に嬉しかったです。卒業後も
今回の経験を生かして頑張ります。

アプリケーションコース生徒による
プレゼンテーションの様子

パティシエコース
行事を終えての集合写真
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　レストランサービス技能士国家試験３級に，昨年は13名の生徒が合格しましたが，今年は去年を上
回る17名の生徒が合格し，高校で国内唯一，受験資格承認校の指定を受けている本校として，誇り高
き結果を残すことができました。ここに試験に対する生徒たちの喜びの声や感想をお伝えします。

レストランサービス技能士国家資格３級

合格おめでとう!!
～おもてなしの心と素敵な笑顔で合格～

ホテル観光科３年
武田　朋也 君
… （松元中出身）
　私は2年次から2回目のチャ
レンジで，HRS国家試験３級を

合格しました。
　昨年の反省点を意識しながら，練習に励みました。
　試験会場では緊張しましたが，試験官の方に優
しく接していただき，今までの頑張りを全て出し切
ることができました。
　合格した時の喜びは忘れられない「生涯の宝」と
なりました。

ホテル観光科2年
折田　しいま 君
… （東市来中出身）
　今回私はこの国家試験に
1回で合格することができ

ました。
　10月に福岡県で受験した2次実技試験では，
緊張で正確にできていたか不安でしたが，合
格通知を手にした時は，安堵感でいっぱいで
した。
　両親にも喜んでもらい，嬉しかったです。

ホテル観光科３年
窪田　朱里 さん
… （日当山中出身）
　今回私は，レストランサービ
ス技能士国家資格３級に合格し

ました。
　試験のためにたくさんの練習を積み重ねてきまし
たが，その中でも，特に苦手なお皿の正しい持ち方
を克服することを中心に取り組みました。
　昨年は1次の学科試験まで合格したのですが，2
次の実技試験で不合格になった悔しさも，今となっ
ては，バネになり，また，励みになったと感じています。

ホテル観光科2年
中村　圭甫 さん
… （吉野中出身）
　私は，レストランサービ
ス技能士国家資格３級を無

事取得することができました。
　繰り返し1次の筆記試験や2次の実技試験
の練習まで頑張ってきて本当に良かったと，今
は達成感でいっぱいです。
　このことを自信に繋ぎ，これからも更に成長
できるよう努めていきたいです。

2019年度レストランサービス技能士３級国家資格合格者（１７名）
2年生　…折田 しいま君（東市来中出身）　有馬 帆香さん（別府中出身）　上国料 璃子さん（鹿児島大学附属中出身）
　　　　木田 清圭さん（武中出身）　田平 桜子さん（谷山北中出身）
　　　　辻　怜菜さん（串良中出身）　寺田　琴彩さん（桜丘中出身）　中間　愛翔さん（川内北中出身）
　　　　…中村 圭甫さん（吉野中出身）　福島 日向さん（東市来中出身）　别府 みどりさん（東谷山中出身）
　　　　雪丸　桜さん（有明中出身）　吉冨 愛梨さん（西陵中出身）
３年生　…宇都 雄大君（松元中出身）　武田 朋也君（松元中出身）　窪田 朱里さん（日当山中出身）
　　　　田代　春華さん（伊集院北中出身）
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　冬休みも終わり，2019年度３学期がスタートしました。「１年の計は元旦にあり」ということわざがあ

りますが，１年の計画を年初めにしっかり立てて臨むことで締めくくりにふさわしい３学期となることと

思います。１・２学期でできなかったことを少しでもできるようになり，有終の美を飾れるように学習面・

生活面ともに成長してくれることを望みます。

新年の抱負

調理科1年Ａ組
橋口　亜士崇 君
… （金久中出身）
　今年の目標を2つ決めま
した。1つめは，いろいろな

ことに挑戦することです。検定もいろいろある
ので興味を持ったことを勉強して自分のものに
していきたいと思います。2つめは，自分のだ
めな所を努力して改善することです。勉強で
も部活でも昨年よりも頑張っていこうと思いま
す。今年を充実させたいので自分の意識を変
えていきたいと思います。

調理科2年Ａ組
永仮　陽奈 さん
… （皇徳寺中出身）
　私の新年の抱負は，まず
1つめは無駄遣いをせずお

金を大切にすることです。2つめは，秘書検定，
色彩検定どちらとも2級に合格することです。
時間を有効に使って勉強したいと思います。３
つめは，一般的な漢字をしっかり読み書きでき
るようになることです。そのためにも学校で行
われる漢字の小テストを毎回100点取れるよう
にしたいです。

調理科1年Ｂ組
野中　拳心 君
… （加世田中出身）
　新年では，1学期，2学期
の良くなかった部分を改善

していきたいです。自分には積極性が少し足り
なかったと思います。資格取得のための検定も
もっとチャレンジしていきたいです。調理実習
で学んだことを家で作ったりして復習もしてい
きたいと思います。
　自分がきちんと成長できるように，当たり前
のことを日頃から意識して，一日一日を大切に
過ごしていきたいと思います。

調理科2年Ｂ組
元島　希彩 さん
… （川内北中出身）
　私の新年度の抱負は2つ
あります。1つめは３年生

になるまでに残りわずかではありますが，資格
取得に頑張りたいと思います。2つめは３年生
になると総合実習の授業が新たに始まるので，
来校者や先生方に美味しい料理を提供できる
ように，今まで以上に責任を持ち調理実習を
頑張りたいと思います。そして2年生も残り少
ないので，今のクラスでたくさんの思い出を作
りたいと思います。
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　12月12日（木），３年生の保護者をお招きし，「感謝のおもてなし」と題して卒業記念行事を行いました。

３年間の授業で学んだ「ワープロ」「電卓」「情報処理」「茶道」「リラクゼーション」「マジック」などの

技術を披露し，これまで支えてくださった保護者へ感謝の気持ちを表しました。親子での電卓早打ちリレー

や，茶道・マジック・パソコンの実演を行う子どもたちの成長した姿を見て，保護者の方々はとても嬉し

そうでした。

商業科卒業記念行事
〜感謝のおもてなし〜を開催

商業科３年
大園　麗名 さん

（緑丘中出身）

　「感謝のおもてなし」での
パソコン操作や電卓打ちで

は，保護者の前で緊張しましたが，商業科で
３年間学んだ技術や知識を披露できて良かっ
たです。茶道では「お運び」を担当しました。
浴衣で転ばないよう気を付けて歩きました。
　私たちのクラスは最後の商業科でしたが，
学科名は変わっても良いところは引き継いで
いってほしいです。両親・先生方・友人のお
かげで心も強くなりました。ありがとうござ
いました。

商業科３年
永江　菜津紀 さん

（薩摩中出身）

　「感謝のおもてなし」の昼
食時，３年間の思い出と保

護者へのメッセージDVDを鑑賞しました。「い
ろいろなことがあったね。」と皆で盛り上がり
ました。また，茶道では，張り詰めた空気の中，
皆の前でお点前を披露しました。緊張しまし
たが，最後までやり遂げられて安心しました。
　クラス代表として閉会式で感謝のことばを
述べました。日頃はなかなか伝えられない感
謝の思いを親に伝えるとても良い機会になりま
した。

電卓早打ちリレー

茶道のお点前披露 皆で一緒にピース

保護者へリラクゼーションの実演
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　12月12日（木），多目的集会室で保護者への感謝の集いを実施しました。これまでお世話になった感
謝の気持ちを込めて，身近で卒業作品のファッションショーを見ていただき，保護者にエスコートを
していただく場面もありました。３年生は，感謝の気持ちを込めた保護者への手紙と手作りのウェディ
ングベアを贈り，とても喜んでいただきました。また，1・２年生もそれぞれの役割を果たし３年生を
盛り上げ，感動あふれる集いとなりました。

保護者への感謝の集い ～感謝のファッションショー～

ファッションデザイン科３年
中村　安里 さん

（南指宿中出身）

　私は生徒を代表して保護
者へ感謝の手紙を読みまし

た。手紙を読みながら自然と涙があふれてきま
した。ミニファッションショーでドレスを着て歩
く時は，父にエスコートをしてもらいました。何
年かぶりに父と手をつなぐのはとても恥ずかし
かったですが，歩いている時はニコニコと笑顔
になっていました。友達や父に感謝の気持ちで
一杯になった一日となりました。卒業まで残さ
れた学校生活を大切に過ごして，思い出をたく
さん作りたいと思います。

ファッションデザイン科３年
仮山　愛美 さん

（谷山中出身）

　あっという間に私も３年
生になり，「保護者への感謝

の集い」で母に感謝の気持ちを伝える日を迎
えました。手紙にたくさんの感謝の気持ちを
込め，ウエディングベアと一緒に母へプレゼ
ントした時に，「３年間よく頑張ったね」と涙
を流しながら言われたので，私も涙が止まり
ませんでした。私からも「ありがとう」と言
葉で伝えられたので良かったです。また，ウ
エディングドレスを着て母にエスコートして
もらえたのも一生の思い出になりました。

お父さんにエスコートしてもらいました

保護者へ感謝の手紙

お母さんにエスコートしてもらいました

笑顔で記念撮影
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鹿児島城西高等学校の福祉共生
専攻科で勤務させていただき，10
か月が過ぎました。この10か月間
は長いようであっという間だったよ
うに思います。
初めての就職は分からないこと

ばかり，何をどの手順ですれば良いか，どのような指
導をすれば良いか，学級担任の仕事もうまくいかない
ことばかりでした。そんな自分を気にかけて声をかけて
くれたのは，周りの先生方や生徒たちでした。人はうま
くいかないとき，他人のせいにしてしまったり，自暴自
棄になってしまったりします。しかし，どんなに失敗し
ても，うまくいかなくても，自分のことを認めてくれる
存在がいることはとてもありがたいことだと思います。
人に何か指摘された時，ありがたいと素直に感謝す

るのは難しいことだと思います。私は，生徒から授業
が分かりづらいと言われたことがあります。言われた
ときはショックで，なかなか受け止めきれずにいました
が，もしも，指摘してくれなければ分かりづらい授業を
していることに気付かなかった自分がいることを考える
と，どんなことでも教えてくれる生徒の存在はとてもあ
りがたいように思います。そんなふうに素直に感謝でき
るのも，自分の存在を認めてくれる存在がいたからだと

思います。思い返せば，先生の授業良かった，いつも
ありがとう等の声をかけてくれる存在が私の周りにはい
ました。自分のことを認められてこそ，他人を認める力
につながり，他人を認めることでさらに自分が認められ
ていくのだと思います。私は，教師としてまだまだであ
りますが，生徒のことを少しでも認め成長させていける
ように自分を磨いていきたいと思います。
ピンチをチャンスに変えられるか，より楽しい人生に

するために大切なのは，自分の考え方を変えることだと
思います。自分を変えるのは他人を変えるよりも簡単
です。誰でも失敗をすることはありますし，誤った判断
をすることもあります。落ち込むこともあれば，立ち直
れないこともあります。そうしたことを全て受け入れ，
自分に何ができるか，どうしたら良いか道を選べるのは
自分しかいません。生徒・学生の皆さんには，たくさ
んの本を読み，たくさんの人と出会い，多種多様な考
えを見聞きしてほしいと思います。それは，私自身にとっ
ても必要なことだと思っています。自分の考え方を変え
ることができれば，嫌なことがあっても負けない人間に
なることができます。より楽しい人生を送るために，よ
り強く生きるために，色々な考え方を学んでください。
そして，笑顔で素敵な人生を生徒・学生一人一人が送
れるよう願っています。

3年生と福祉共生専攻科2年生の2月分学校納付金について
 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。
 完納いただけない時には、卒業式に参列できない場合もありますのでご承知おきく
ださい。

1・2年生の本年度分学校納付金について
 出費多端な折とは存じますが、3月末日までに完納していただきますようお願いい
たします。
 なお、3月末までに完納できない場合には、進級できないこともありますのでご承
知おきください。

高等学校等就学支援金について
 支給見込額と支給額に差額が発生した方には、12月末にお知らせをしておりますと
おり、学校納付金にて調整させていただきます。

【学校納付金振替日】
２月分　２月17日（月）
３月分　３月16日（月）

※�必ず前日までにご入
金ください。

学校納付金のお知らせについて（事務局から）

ピンチをチャンスに変えるために 福祉共生専攻科　片岡　康一



２・３月行事予定

日 曜日 行　　　　　　　　　　　事

2／３ （月） ３年生再試験1日目（Ａ日課）・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（Ａ日課）・美容師国家試験（実技）〜5日
5 （水） ３年生再試験３日目（Ａ日課）・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
9 （日） 併願合格者対象学科説明会
10 （月）（特）保護者への感謝の集い・卒業認定会議
11 （火） 建国記念の日
12 （水） 第10回英語小テスト・３年生出校日（4Ｈ）
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
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） 共生・専攻1年学年末試験〜 21日・第10回数学小テスト・進路に関するＨＲ活動・履

歴書指導（7Ｈ）
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
25 （火） 現場実習スタート（共生1年）・３年生出校日（終日）
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

３／1 （日） 美容師国家試験（筆記）
2 （月） 第68回卒業式並びに第17回福祉共生専攻科卒業式
３ （火） 学年末試験〜6日（金）
5 （木） ドリーム保護者会
9 （月） 一部学年末試験・ｅポートフォリオ指導（1・2年　6Ｈ）・いじめ撲滅週間
11 （水） 忌日祭・部活動生指導
12 （木） 再試験1日目
13 （金） 教科書販売・学科集会（6H）・寮点検・再試験2日目
16 （月） 進級認定会議
17 （火） 公務員模試（進・公1・2年　1〜4Ｈ）・教育相談（16：00 〜）
18 （水） クラスマッチ・職員会議・ドリームコース社会見学学習・特別支援教育部社会見学学習
19 （木） 特別作業（4Ｈ）
20 （金） 春分の日
21 （土） 新入生出校日
23 （月） 修了式・離任式
31 （火） 美容師国家試験合格発表

※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。




