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2019年度もあと残すところ
一月もありません。締めくく
りの月として悔いの残らない
ものにしてほしいものです。
先般，第92回選抜高等学

校野球大会の選考委員会が1月24日（金），大
阪市北区の毎日新聞大阪本社オーバーホール
であり，出場32校が決まりました。鹿児島県
から本校が春夏通して初めて甲子園に出場す
ることが決定しました。３月13日（金）に抽選
会があり，３月19日（木）に阪神甲子園球場で
開幕いたします。野球部には，甲子園の舞台
で思う存分プレーすることを期待します。
３月２日（月）に卒業生の門出を祝う大きな
行事として卒業式があります。卒業すること
は，卒業生一人一人の努力の賜ですが，そこ
には温かい励ましと愛情をもって支えてきた
保護者や家族，級友，知人，並びに成長を見
守ってくれた多くの先生方のお陰であること
を忘れてはいけません。
卒業生は，４月からそれぞれの進路先で新
たな生活が始まります。卒業生が新しい環境
にいち早く馴染み活躍することを願わずには
いられません。そこで，卒業生へ次の二つの
言葉を贈ります。まず第一は，現在は若者の
離職率が高いことから「石の上にも３年」の
精神で一度決めた進路は最低でも３年間は，
苦しくとも粘り強く辛抱して仕事に励んでく
ださい。第二は，協調性，コミュニケーショ
ン力，積極性を持って，物事に対応するなど

の経験を通して，「生きる力」を培ってほしい
ということです。そのことが知識・技能を身
に付けさせるとともに，自分自身の潜在的な
能力等をも開花させることにつながると思い
ます。
卒業生の保護者の皆様，本当におめでとう
ございます。また，本校の教育活動に深いご
理解とご支援をいただいたことに対しまして，
厚くお礼申し上げます。
今後は巣立っていく卒業生が，今まで築き
上げた伝統を在校生が引き継いでくれること
と思います。一例を挙げれば伝統として，最
も大事なものが「建学の精神」の唱和ではな
いでしょうか。この精神は，毎日のホームルー
ムで唱和しているので浸透していると思いま
す。1・２年生も同様に ｢道義に徹し，実利
を図り，勤労を愛す」と毎朝唱和することで
この精神の継承に努めてほしいものです。
学校はあと僅かで，令和２年度がスタート
します。在校生は新しい学年に進級するに当
たって，心の準備をしっかりすることが何より
大切です。また，私たち教職員も一日一日を
大切にして，本年度の締めくくりをしたいと
思います。生徒・教職員ともに2019年度を有
終の美で締めくくりましょう。
なお，来年度も保護者の皆様のお力添えを
いただき，更なる飛躍を図っていく所存であ
ります。
1年間本校教育活動にご理解とご協力を賜
り，本当に有り難うございました。

有終の美で締めくくろう

教　頭　山 下　正 行
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令和２年１月24日（金），午後３時40分ごろ，吉報の電話が鳴り，春のセンバツ甲子園出場

が決定しました。本校野球部は，去年秋の九州大会でベスト４に入り，九州で４枠程度のセ

ンバツ出場が濃厚となっていました。鹿児島県勢のセンバツ出場は2016年以来４年ぶりで本

校としては旧照国高等学校時代を含め春夏通じて初めての甲子園出場です。

吉報を受けた約10分後，秋武達朗校長がグランドで待つ選手たちのもとへ行き，甲子園出

場決定を伝えると，選手たちは大歓声。全員でかぶっていた帽子を空に投げ，喜びを爆発さ

せました。佐々木誠監督は，「今日，甲子園に招かれた。ありがとう……」と涙ぐみ，言葉に

詰まりながらあいさつ「苦労が実って本当に良かった。素晴らしい準備をして３月を迎えら

れるようにしてほしい」と言葉をかけた。古市龍輝主将（進学体育科２年，鹿児島育英館中卒）

は，「日本一が目標。甲子園でライバルを圧倒して勝てるように頑張ろう」と共に戦う仲間た

ちを鼓舞しました。

以下に喜びの様子を紹介いたします。

▲佐々木監督を胴上げし喜びに沸く選手たち

巻き起こせ！鹿城西旋風 !!
祝 第92回選抜高校野球大会出場決定
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▲吉報に握手を交わす校長，教頭，監督

▲佐々木監督から激励あいさつ

▲グランドで待つ選手に吉報を届ける瞬間

▲サプライズプレゼント 愛ちゃんぬいぐるみ

▲歓喜，喜びの瞬間

▲サプライズプレゼント　祝ケーキ

▲高々と舞う帽子

▲号外毎日新聞に目を通す選手たち
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　令和２年２月１日(土)，南さつま市吹上浜海浜公園にて第26回鹿児島県高校新人駅伝大会が開催され，

本校駅伝部がこれまでの記録を54秒も縮める１時間36分35秒で，２年ぶり２度目の優勝を飾りました。

　また，３区では中田紫音君が区間新記録，最終６区では須山向陽君が区間賞の走りをみせてくれました。

以下に駅伝部副主将の野村くん，アンカーを務めた須山君のコメントを掲載いたします。

大会新記録の快挙!!
第26回 鹿児島県高校新人駅伝競走大会　優勝

快走する２区の田中くん

駅伝部の集合写真

大会出走メンバー

ゴールテープを切るアンカーの須山君

進学体育科２年Ｂ組
野村　昭夢 君

（有明中出身）

　今回駅伝部は２月1日に
行われた県新人駅伝で優勝

することができました。今回の優勝は日々ご
指導してくださった先生方，そしてチームが
1つにまとまったおかげだと思います。今後，
個人ではインターハイ，チームとしては県駅
伝もあるのでチーム全員で更に力をつけられ
るよう練習に励みます。

普通科1年Ａ組
須山　向陽 君

（田崎中出身）

　今回は，６区アンカーを
務めさせていただきまし

た。たすきを受けとった時点で1位の鹿実と
22秒差で逆転できるか不安もありましたが，
沿道の方々の応援もあり，優勝のゴールテー
プを切ることができました。たくさんの方々
の支えあっての優勝なので，これからも感謝
の気持ちを忘れずに頑張ります。



－5－

　令和２年２月15日（土）伊集院文化会館にて普通科芸術文化コースによるコース公演が行われました。

たくさんのお客様に，ご来場頂きスタッフ一同本当に感謝しております。出演した生徒はこれまでの練

習の成果を披露し，公演を通してたくさんの感謝を伝えることができたと思います。

第21回 芸術文化コース公演

３年生女子日本舞踊 ２年生ＪＡＺＺ

全学年合同エアロビクス

３年生エアロビクス鮮やかな衣装でのダンス

フィナーレ
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華　道　部

　華道部は，毎週水曜日の放課後，ホテル観光科の実習室で活動しています。剣山に花を挿す“いけばな”

を中心に，オアシス（給水スポンジ）に花を挿す“フラワーアレンジメント” や，近年流行している，ドラ

イフラワーをガラスの小瓶に入れ，保存用の専用オイルに浸して作られる”ハーバリウム“など，部員のリ

クエストも受けながら作品を制作しています。

　今年度は，初めて対外的な展示会にも作品を出展する機会を得，部員で力を合わせて作品を完成させ，

多くのお客様に鑑賞していただきました。

　部活動で“いけばな”の技術や知識を学ぶことで，小原流初等科や小原流本科の資格を取得することも

可能です。今後も華道を通して，礼儀作法も身に付けながら，豊かな感性を磨いていきたいと思います。

小原流鹿児島支部70周年記念花展展示作品

活動の様子 作品（いけばな） 作品（ハーバリウム）

素敵な作品が展示できました

～花の美しさを身近に～
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　私たちダンス部は，全国大会入賞を目指して日々練習に取り組んでいます。大会出場以外にも学校で行われ

る行事や各地のイベントに参加するなどの活動をしています。部員の半数が高校からダンスを始めていますが，

顧問の先生やコーチのご指導のもと，楽しくダンスをして，成長しています。今回は 2 月23日（日）アミュプラザ

鹿児島のＡＭＵ広場で行われた，「てゲてゲハイスクールフェスティバル2020」に参加した様子と部員の感想を

紹介したいと思います。

ビジネス情報科２年
船渡　花恋 さん　　（鶴田中出身）

　私たちダンス部は「てゲてゲハイスクールフェスティバル」に出演させていた
だきました。出演者だけではなく，お客さんも多くてとても緊張しましたが，笑
顔で踊ってダンスの楽しさを表現できたと思います。部員全員で，とても良い経

験をさせていただいたので，この経験を活かして夏の大会に向けて頑張っていきたいと思います。

ダンス部

ステージでのダンスパフォーマンス（ハウスパート）

ステージでのダンスパフォーマンス（ヒップホップハウスパート）
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毎朝夕の点呼，報恩の鐘の音，師弟食堂の食事，清藤の丘で過ごした寮での経験はこれからの人生に

おいても彼らを支えてくれる特別な時間となってくれることと思います。

３年前，初めての寮生活に戸惑いを感じながらの高校生活がスタートしました。毎日の洗濯，掃除に

これまでの家族の苦労を思い，感謝の気持ちを育みました。そして，一生の友人と出会い，絆を深め，

先輩として後輩の指導にあたり，たくましく成長した姿を見せてくれました。各学校行事を盛り上げて

くれたのも，寮の生徒たちでした。

この３年間，鹿児島城西高等学校や寮生活を通して学んだことをそれぞれの進路先で生かし，夢実現

に向けて頑張ってください。ご卒業おめでとうございます。

卒業おめでとうございます

ヘアーデザイン科２年
鷺山　るい さん

（里中出身）

　３年生のみなさん，ご卒業
おめでとうございます。先輩

方が優しく，時には厳しく接してくださったお
かげで，毎日充実した寮生活を送ることができ
ました。
　４月からは，私も３年生になり，最上級生に
なるので，後輩たちの良き手本となるように頑
張りたいと思います。２年間，本当にありがと
うございました。

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／マンションサンライズ

３年前の女子寮入寮式

寮長・副寮長として女子寮をまとめました！

生徒会活動も頑張りました！
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　新生徒会役員が発足して，約３か月が経とうとしています。生徒会役員の中には昨年から引き続き役員
をする生徒もいますが，初めて役員になり活動する生徒も多くいます。
今回は生徒会長を含め４名の役員をそれぞれのコメントとともに紹介したいと思います。

生徒会役員紹介

普通科1年Ａ組　芸術文化コース
下平　桜 さん　　（鹿屋東中出身）

　私は，12月から生徒会に入り先輩方，同級生と月曜日の朝のあいさつ運動や学校
行事の運営，お手伝いなど様々な仕事をしています。全てのことが初めてで，分か
らないことが多いですが，先輩方に助けてもらいながら楽しく活動しています。４月

からは大きな行事が次々とやってくるので，生徒が楽しめるように自ら動き，行事の準備や手伝いを行っ
ていこうと思います。

トータルエステティック科1年
増田　怜華 さん　　（高山中出身）

　私は新しく生徒会役員に加わり，保健副部長として活動が始まりました。旧生徒
会の先輩方は学校行事の計画や準備を協力して進めていて，その姿がかっこよく私
の目標です。そんな先輩方からいろいろなことを教わりながら，私たちが生徒の見

本となり積極的に学校行事などに取り組めるように頑張っていきます。

普通科２年Ｃ組　パティシエコース
有村　水晶 さん　　（溝辺中出身）

私は旧生徒会役員としても活動してきました。今回も新生徒会役員に立候補し，
生徒会副会長に任命されました。最上級生となるので責任感を持ち，あいさつの積
極性や目安箱を活用し問題点を改善していきたいと思います。そして先輩方のよう

に鹿児島城西高等学校をよりよくしていきたいです。

普通科２年Ａ組　進学公務員コース
濵屋　虎白 君　　（蒲生中出身）

　私は生徒会長を務めています。新生徒会では，皆が手を取り合い，協力してより
よい学校づくりに精一杯取り組んでいきたいと思っています。４月には新入生も入学
してくるので，入学してよかったと思ってもらえるようにしていきたいです。これか

らの生徒会を応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
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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

　本校では専門教科の資格取得だけではなく，様々な検定や資格取得を目指しています。

　本年度も多くの生徒が検定や資格取得に挑戦し，見事に合格することができました。始業式や終業式

等で表彰していますが，合格者全員は表彰することができなかったので，レポートライフにて紹介させ

ていただきます。

　今後も多くの検定や資格の試験が実施されます。自分の輝かしい将来のために，たくさんの検定や資

格取得に挑戦し，即戦力となれる社会人になってほしいと思います。

　今回は，秘書検定３級・２級と実用英語検定３級と準２級の合格者を紹介させていただきます。

検　定　結　果
～頑張った鹿城西～

● 秘書検定
３級 川畑 早希さん（ヘアー３）　　小玉 紗矢香さん（ホテル３）　　村山 優姫さん（調理３Ｂ）　

鷺山 るいさん（ヘアー２）　　髙橋 ちひろさん（ヘアー２）　　大隣 美空さん（エステ２）
上川畑 つかささん（エステ２）　　神薗 珠瑠さん（エステ２）　　髙柳 凜緒さん（エステ２）
月野木 理名さん（エステ２）　　益山 莉子さん（エステ２）　　松﨑 寧々さん（エステ２）　
水口 彩さん（エステ２）　　山﨑 唯さん（進体２Ａ）　　黒木 善成くん（普２Ａ）
濵屋 虎白くん（普２Ａ）　　安田 龍弥くん（普２Ａ）　　上園 侑さん（普２Ａ）
壽 夏海さん（普２Ａ）　　南 風花さん（普２Ａ）　　和志武 紗華さん（普２Ａ）
前田 美空さん（普２Ｂ）　　堂原 凜央奈さん（普２Ｃ）　　中園 美空さん（普２Ｃ）
松﨑 夕真さん（普２Ｃ）　　山口 菜穂さん（普２Ｃ）　　有川 美優さん（普２Ｆ）
駒走 彩羽さん（ホテル２）　　中間 愛翔さん（ホテル２）　　稲留 真鈴奈さん（調理２Ｂ）
中尾 鈴菜さん（調理２Ｂ）　　田渕 日向さん（ビジネス情報２）　　堂前 音々さん（ビジネス情報２）
渕上 紗羅さん（ビジネス情報２）　　西村 媛天さん（普１Ａ）　　武 愛玲菜さん（ホテル１）
末吉 唯さん（ホテル１）

２級 岩下 侑里さん（ヘアー３）　　上田 果凜さん（普３Ａ）　　和志武 紗華さん（普２Ａ）
福島 日向さん（ホテル２）　　福留 玲奈さん（ビジネス情報２）　　有村 茉夏さん（ファッション２）

● 実用英語検定
３級 窪 優太くん（普３Ｂ）　　森元 彩乃さん（普３Ｂ）　　小玉 紗矢香さん（ホテル３）　

南 佳澄さん（ホテル３）　　川畑 水希さん（調理３Ａ）　　波留 育美さん（調理３Ａ）
鎌迫 青空さん（普２Ａ）　　平峯 邑さん（普２Ａ）　　古市 実久さん（普２Ｂ）
木田 清圭さん（ホテル２）　　竹田 快世くん（普１Ａ）　　東峯 美咲さん（普１Ａ）

準２級 上原 梨音さん（普３Ａ）　　仁禮 春奈さん（普３Ａ）　　森田 由姫音さん（普３Ｆ）
立石 陸渡くん（普２Ａ）　　徳重 心空さん（普２Ａ）　　和志武 紗華さん（普２Ａ）
市來 璃乃さん（ビジネス情報２）　　今村 聡太くん（普１Ａ）　　染川 陽乃さん（普１Ａ）
三角 真緒さん（調理１Ｂ）

～今後も鹿城西の検定・資格取得の結果をご期待ください!!～
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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 ～

夢に向かって
　皆さんは今何か夢や目標を持っていますか？私も高校時代，ある夢を持っていました。それ
は甲子園へ行くことでした。毎日頭の中は甲子園のことばかり，授業中も野球のことばかり考
えており，勉強もあまり身を入れてやっていませんでした。甲子園に行くためにはどうすれば
良いかチームで考え，応援されるチームになるためにボランティアをしたり，夜も遅くまで自
主練に取り組んだりしていました。そして，夏の甲子園出場をかけた県大会が始まりました。
試合は雨の中，相手は強豪校（その年はベスト４），試合は刻々と進み，一球一球に全神経を
集中させ，チーム一丸で「一秒でも長く野球をしたい」という想いの中のことでした。２アウト満塁，今から
逆転が始まると誰もが固く信じていた中，不意を突いた牽制球による突然の幕切れでした。あの時の悔しさ
は今でも忘れられません。結局，夢であった甲子園に行くことはできませんでしたが，高校時代野球をした
仲間とは今でもよく語り合う仲です。夢が叶わなくとも夢に向かって過ごした時間は私の誇りであり，二度と
手に入らない宝物です。
　この度は，本校の野球部が春の甲子園出場という栄誉を勝ち取ることができました。これは運が良いとい
うことではなく，これまでの不断の努力がつかんだ
ものだと思います。皆さんの先輩方も甲子園に行く
という目標をもって過ごしてはいたけれど，中々つ
かむことができなかったプラチナキップを，皆さん
はつかむことができました。この名誉は，野球部の
先輩だけでなく城西高等学校を巣立ったたくさんの
人たちの励みになると思います。
　夢や目標は，一部の特別な人のためだけのもので
しょうか？私はそうではないと思います。今の自分
とはかけ離れた夢，絶対に達成できないと思うよう
な目標であっても，夢や目標をもつことでその理想
の自分に近づくことができるのではないでしょうか。
　今回は夢や目標に向かっている３名の卒業生を紹
介します。

進学体育科３年A組
出口　静之心 君

（東谷山中出身）

　私は，４月から順天堂大学
に進学します。

　高校２年生のときに全国高校駅伝に出場する
など，様々な経験をこの３年間ですることがで
きました。
　大学では，箱根駅伝出走を目標に努力を重ね
て，両親やこれまで支えてくれた方々に結果で
恩返しできるように頑張りたいと思います。

進学体育科３年B組
松原　文太 君

（朝日中出身）

　私は，４月から熊本にある
大福物流という会社で働きな

がら野球をします。高校の時は，甲子園を目指
してやっていたけれど行けずに終わって悔しい
思いをしました。でもまた社会人野球という上
のレベルで野球が続けられてまた新しい目標が
できたので頑張っていきたいです。

進学体育科３年A組
平良　仁 君
（沖縄市立越来中出身）

　私は，大阪府にある大阪
商業大学へ進学し，空手道

を続けていきたいと考えています。鹿児島城西
高等学校で，幼い頃からの夢である「日本一」
を目標にして，日々稽古に取り組んできました
が，達成することはできませんでした。大学では，
まずレギュラーに入り，そして「日本一」を目
指して大学生活を頑張っていきたいです。
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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 ～

１月16日（木），卒業する３年生を対象に，社会人になることへの自覚を持ってほしいとのことで赴任

及び入学の心得指導が実施されました。

宮下進路指導部長から社会人になるための準備や心構えなどの話があり，内定をもらっている生徒に

対してもあくまでも“内定”であり，赴任・入学するまでは不規則な生活や交通違反，交通事故，飲酒・

喫煙，深夜徘徊，不適切な異性交遊等の問題がないように注意を促されました。

また，下記の社会人心得８か条が示されました。

赴任・入学の心得指導

調理科３年Ｂ組
岩川　穂夏 さん

（桜島中出身）

　私は４月から専門学校に
通うことになっています。学

生生活を始めるにあたって，社会人になるため
の準備をしたいと思っています。
　まず，第一に気持ちの良いあいさつをするこ
とを心掛け，人見知りの性格を直せるよう，同
級生や先生方，実習先の方々とも積極的にコ
ミュニケーションをとれるよう努力します。

普通科３年Ａ組
冨田　結羅 さん

（末吉中出身）

　私は，４月から陸上自衛
隊に入隊することになって

います。
　先日行われた，赴任・入学の心得指導を受
けて，３年間の高校生活で学んだことを活か
して，社会人としての第一歩を踏み出してい
こうとあらためて思いました。
　どんなことにも挑戦し，これからも成長し続
けられるよう努力したいと思います。

社会人心得８か条
１　あいさつは相手に向かって，気持ちよくはっきり言いましょう
２　失敗したら非を認めましょう
３　同僚とのコミュニケーションを積極的にとりましょう
４　人に不快感を与えない身だしなみや服装を心がけましょう
５　１度注意されたら２度と同じことを言われないようにしましょう
６　メモをとりましょう
７　カードローンは慎重に使いましょう
８　印鑑は安易につかないようにしましょう

宮下進路指導部長からの話がありました 真剣に話を聞いていました
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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～

　本校推薦入試・共生コース・ドリームコースの入学試験が１月17日（金），一般入学試験は１月25日（土）

それぞれ本校を中心に県内の各会場で実施されました。入学試験の実施にあたってはたくさんの本校の

生徒たちが補助員として受験生の案内係・誘導係・接待係として手伝いをしてくれました。補助員の素

晴らしい活躍により，無事に入学試験を終了することができました。本当にありがとうございました。

令和２年度入学試験補助員大活躍

西之表会場では６名が受験しました（於 西之表市産業会館）

進学体育科1年Ｂ組
中尾　志穂乃 さん　　（朝日中出身）

　入試会場は昨年本校を受験するときに初めて経験した場所です。今年，私は
補助員として参加しましたが，受験生の様子を見ていると，私も緊張させられ
ました。特に面接試験では緊張の度合いは最大になっていたようでした。その

時，私にできることは，まず受験生の緊張を解きリラックスさせてあげることだと思い，一人
一人に「大丈夫だよ。心配しないで！」と言葉をかけると，みんな笑顔で「ありがとうござい
ます。」と答えてくれました。どんな場合も言葉の持つ力の素晴らしさを再確認することができ
ました。私にとって有意義な1日となりました。たくさんの新入生が入学してくれることを心
待ちにしています。
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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年度　卒業生を送る会

福祉共生専攻科２年
駒走　彩麗 さん
（鹿児島城西高等学校出身）

　少年自然の家で，後輩た
ちと一緒にカレーを作りまし

た。最初は，協力しながら作業ができるか不安
でしたが，グループのみんなで楽しみながら協
力して，美味しいカレーを作ることができて良
かったです。
　２日目は，後輩たちから心のこもった色紙を
いただきました。いい思い出ができました。本
当にありがとうございました。

普通科３年Ｅ組
藍染　翔 君

（城西中出身）

　共生コース３年生と福祉
共生専攻科の２年生のため

に「卒業生を送る会」が行われました。みん
なと一緒に過ごす最後の貴重な機会となり，と
てもよい思い出ができました。
　4月からは，それぞれ違う道に進むことに
なります。私も自分の夢のために努力してい
きたいです。

共生コース・福祉共生専攻科は，令和２年１月21日・22日に，卒業を祝う「卒業生を送る会」を実施

しました。一日目は，鹿児島市立少年自然の家で野外炊飯を行い，卒業生を囲んで賑やかな昼食となり

ました。二日目は，本校体育館にて在校生からの記念品贈呈や，卒業生からのお別れのあいさつなど，

全員揃って最後の時間を過ごしました。

卒業する皆さん，たくさんの思い出と共に新たな一歩を踏み出してください。

少年自然の家にて

３年生からお別れのことば

野外炊飯でカレーを作りました

記念品贈呈
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美容師国家試験受験

ヘアーデザイン科３年
長田　弓恵 さん

（清水中出身）

　２月４日（火），５日（水）に美容
師国家試験実技試験がありまし

た。少し緊張しましたが，徐々に落ち着き練習どおり
に取り組むことができました。不安も残っていますが，
自分なりに精一杯頑張ったので，達成感はあります。
３月1日（日）には筆記試験があるので，残りの時間を
有効に使い，合格を目指して，最後まで気を抜かず
に勉強に励んでいきたいと思います。
　1，２年生も目標を持って高校生活頑張ってください。

ヘアーデザイン科２年
下田　伊万里 さん

（東市来中出身）

　３年生の国家試験合格を祈願
し，みんなで心をこめて鶴を折

りました。先輩方が一生懸命補習に取り組んでいる
姿を見てきたので，合格してほしいです。先輩方を
応援すると同時に次は私たちの番だという自覚がより
一層芽生えてきました。私も先輩方のように努力を
積み重ねていきます。
　最後に，お世話になった先輩方，ありがとうござ
いました。ご卒業おめでとうございます

ヘアーデザイン科３年生は２月４日（火），5日（水）に美容師国家試験の実技試験を受験しました。
試験までの１か月間は夕方遅くまで練習し，問題点を改善しつつ技術スピードを上げ，合格レベルに
近づけるよう努力してきました。

また，卒業式前日の３月１日（日）には筆記試験が実施されます。合格に向けて，２月の自宅学習期
間を返上して登校し，補習に取り組んでいます。

３月31日（火）の合格発表では全員が合格し，入学時の目標である美容師免許が取得できることを
願っています。

卒業おめでとうございます
３月２日（月）ヘアーデザイン科３年生も卒業式を迎えます。
３年間の学校生活で学んだことや身に付けたことを忘れず，喜びや悲しみを共にして培ってきた友

情を大切にしながら，社会人として，また美容師として励まし合いながらこれからも切磋琢磨してく
れることを期待しています。

合格祈願で千羽鶴をもらう3年生 補習授業に取り組む生徒
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～ご卒業おめでとうございます～

トータルエステティック科1年
東　真穂 さん

（武岡中出身）

　３年生のみなさんご卒業
おめでとうございます。３

年生のみなさんは,…いつも優しくしてくださ
り,…エステの授業に取り組む姿勢も素晴らし
くて,…私たちも先輩方のようになりたいと思
いました。これから,…進学や就職それぞれ大
変なこともあると思いますが,…頑張ってくだ
さい！応援しています。ありがとうございま
した。

トータルエステティック科２年
梅田　璃音 さん

（鴨池中出身）

　ご卒業おめでとうござい
ます！３年生のみなさんに

は，文化公演や日々の学校生活の中で，たく
さんのことを勉強させていただきました。ま
た，私たち後輩にも気さくに接してくださっ
て，とても楽しく過ごすことができ感謝して
います。これから，大変なこともあると思い
ますが，頑張ってください！

令和２年３月２日（月），トータルエステティック科16期生12名が鹿児島城西高等学校を卒業しま

した。

入学してから，長いようで短かった３年間は，たくさんの思い出，さまざまな想いであふれている

ことと思います。無事，全員が卒業を迎えられたことを心からお祝いいたします。

本校で学んだことを，これからの人生にいかし，輝いていってほしいと思います。

16期生☆これからの活躍が楽しみです 感謝のビューティーサロン



－17－

卒業式に花を添える社会福祉科生徒

社会福祉科1年
黒松　玲那 さん

（吉野東中出身）

　卒業式の手話の練習に参
加して，はじめは覚えられ

るか不安で，全員で動きを合わせるのも難し
く心配がありましたが，お世話になった３年
生への恩返しとして，成長した姿を見せられ
るように毎日こつこつと頑張ることができま
した。
　卒業式当日に３年生が気持ちよく卒業でき
るように笑顔で精一杯披露したいと思いま
す。

社会福祉科２年
榎園　琉斗 君

（伊集院中出身）

　社会福祉科1・２年生は，
毎年卒業式に学園歌と校歌

斉唱を手話で表現し参加しています。1年生
は初めての参加なので，一から教えることに大
変さを感じました。自分たちは３年生から教え
てもらったことを思い返しながら，気持ちを込
めた手話を見せることで，先輩方を送り出せ
ればと練習に取り組みました。
　本番は，厳粛な雰囲気のなかで緊張すると
思いますが，先輩方に感謝の思いが伝われば
いいなと思います。

３月２日（月）の第68回卒業式並びに第17回福祉共生専攻科卒業式で社会福祉科生は学園歌・校歌

を手話で演出しました。３学期に入り放課後を活用し，過去の先輩たちの記録動画等参考にしながら

練習を重ねてきました。本番では，３年生の先輩たちへ感謝の思いを込めて一生懸命，思い切り役目

を果たしてくれました。

頼れる３年生が卒業し，大きな支えを失いますが，新年度スタートに向けて生徒一人一人の更なる

成長や飛躍に期待を寄せます。

１年生も一生懸命に取り組みました ２年生を中心に指導にも熱が入ります
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　2019年度卒業の進学体育科３年生は鹿児島城西の名を全国に鳴り響かそうと本気で部活動に取り組
んでくれました。その結果，数多くの大会で優勝をもたらしてくれました。鹿児島県高校新人大会では，

男子サッカー部，男女バレー部，男女空手道部，卓球部が優勝！男子サッカー部は九州大会でも８年ぶ
り２度目の優勝を飾りました。また，野球部がＮＨＫ杯において51年ぶり２回目の優勝！空手道部は全
国高校総体に出場し男子団体組手で全国5位！個人では野球部，小峯新陸君(東谷山中出身)東北楽天ゴー
ルデンイーグルスに入団！その勢いのまま後輩たちが学園，学校の悲願であった甲子園初出場に繋げて
くれました!!!
　３年生の活躍は鹿児島城西高等学校スポーツの伝統を守り，新たな歴史を刻んでくれました。３年間
本当にありがとうございました。皆さんの今後の活躍を心から楽しみにしています。

～本気～ 鹿児島城西の名を全国に鳴り響かそう

ＮＨＫ杯51年ぶり２回目優勝　野球部

県新人大会　九州総合選手権　優勝男子バレー部

鹿児島県高校総体アベック優勝　男女空手部

九州新人大会優勝８年ぶり２度目男子サッカー部

26年ぶり４回目県新人大会優勝　女子バレー部

多人数での高校総体出場　卓球部 都大路出場　駅伝部
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　３年生のみなさんご卒業おめでとうございます。それぞれの夢に向かった３年間はみなさんにとって

どのような日々になったでしょうか。鹿児島城西高等学校で学んだことを４月からは，それぞれの場所

で発揮してください。

　普通科を卒業した４つのコースの生徒から３年間の感想をもらっているので紹介します。

令和初の
卒 業 生　普通科での３年間の思い出

普通科３年Ｂ組
芸術文化コース
髙吉　美帆 さん

(東谷山中出身)

　私は，芸術文化コースに
入り，楽しい学校生活を送ることができまし
た。その中でも地域のイベントや芸術文化
コース公演に向けて練習などを頑張ってきま
した。きついこともたくさんありましたが，
仲間と支え合って無事公演も終えることもで
きました。これまでたくさんのご声援ありが
とうございました。

普通科３年Ｃ組
パティシエコース
砂川　玲奈 さん

(西陵中出身)

　私の高校生活はとても充
実していました。知り合いのいないホーム
ルームで緊張していた入学式，不安でいっぱ
いでしたが，たくさんの仲間に出会えて本当
によかったです。辛いこともたくさんありま
したが，ともに頑張れる仲間と先生方のおか
げで，楽しかったと胸を張って言える３年間
になりました。

普通科３年Ａ組
進学公務員コース
上原　梨音 さん

(天保山中出身)

　私の高校生活は部活動と
勉強でいっぱいでした。チアリーディング部
として活動しながら，定期テストで平均80点
以上取ることを目標にしてきました。そして，
つい先日部活動を引退し，卒業試験も終わり，
私の目標を３年間達成することができました。
これは文武両道がしやすい環境を学校が提供
してくれたからだと思っています。鹿児島城西
高校に入学して本当に良かったです。

普通科３年Ａ組
アプリケーションコース
本田　優輝 さん

(緑丘中出身)

　私はアプリケーション
コースで３年間資格取得を目標に頑張ってき
ました。思い返すと専門教科は何もわからな
いことばかりでしたが，先生方や友達に支え
てもらい多くのことを学ぶことができまし
た。最終的には国家試験であるＩТパスポー
トの試験に合格して目標を達成することがで
きました。これからも新たな目標に向かって
励んでいきます。
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ご卒業おめでとうございます
～おもてなしの心と素敵な笑顔で旅立ち～

ホテル観光科３年
仲間　向寿 君

（甲東中出身）

　今回の模擬披露宴で，私は
新郎役をさせて頂きました。

　私たちにとって最後の行事ということもあ
り，みんなで心を一つにし，取り組みました。
　準備の中では，揉めごともあり，一時はどう
なるかと思いましたが，様々な困難を一緒に乗
り越えて成功することができました。
　自ら新郎役を志願しただけに，最後までこ
の役を成し遂げられたことが，とても良い思い
出となりました。ありがとうございました。

ホテル観光科３年
福島　もえ さん

（万世中出身）

　今回私は，この行事で新婦
役をさせていただきました。

　役割を話し合って決める途中で，なかなか意
見がまとまらず，実現できないかもしれない状
況にまで追い込まれたこともありました。しか
し，何回も話し合いを重ね，練習に励みました。
　当日の朝，ぎりぎりまで準備に時間がかかっ
た点が，反省点でもありましたが，来校いただ
いた多くの方々に「感動した」「良かった」と声
をかけていただき，成功したのだなという実感
を得ることができました。

　今年度は，12名の生徒が，ホテル観光科キャッチフレーズ「おもてなしの心と素敵な笑顔」で卒
業しました。本校で学んだことを忘れず，更に大きく成長してほしいと思います。
　３年生保護者の皆様におかれましては，３年間ホテル観光科の指導に対し，多大なるご支援，ご
協力をいただき，誠にありがとうございました。これからも引き続きご支援よろしくお願いします。
 ホテル観光科職員一同

「第６回保護者への感謝の集い&模擬披露宴」大成功!!
～「おもてなしの心と素敵な笑顔」でサービス～

入場前…緊張の一瞬 キャンドルサービスの様子 笑顔と感動で大成功‼

　１月22日（水）に，ホテル観光科３年生保護者，校外ホテル実習でお世話になった鹿児島県内各ホテル
関係者を招待し，「第６回保護者への感謝の集い&模擬披露宴」を行いました。
　模擬披露宴を通し，感謝の気持ちをサービスで伝え，今まで学んだことをお客様へ披露することがで
きました。
　企画から進行，衣装，内装装飾，席図表など全て生徒が手作りで仕上げ，大成功のイベントとなりました。
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中学校の先生方にバイキングでおもてなし

調理科1年Ａ組
阪元　花沙 さん

（吉野東中出身）

　調理科に入学してから初
めての入学試験のための昼

食提供がありました。各自担当に分かれ，先
生や先輩方の指示の下，下準備をしたり段取
りを決めたりして，当日は多くの先生方に自
分たちの作った調理を振る舞いました。いろ
んな人にフォローしてもらいながら最後まで
頑張ることができたので，これからの活動に
も活かしていきたいと思います。

調理科1年Ｂ組
酒瀬川　竜也 君

（南中出身）

　私はクッキング部の活動
で初めて，入学試験のため

に引率してこられた先生方に料理を作り，お
でんとカレーを担当しました。先生方や先輩
方に分からないことを聞き無事に終了するこ
とができ，とても嬉しく思います。今後も行
事やイベント事に部活動で参加することもあ
るので，２年生になったら今まで以上に日々
精進して頑張っていきたいと思います。

　令和２年度の入学試験が１月25日（土）に実施されました。調理科では引率された中学校の先生方へ昼

食提供としてバイキング料理でおもてなしをしました。料理に携わった生徒たちは久しぶりに中学校の

先生方とも再会し，成長した姿を見せることができ，また先生方も教え子たちの作った料理で心もお腹

も満たされた様子でした。

カレーの仕込み中

手巻き寿司の巻き方を先生に教わりながら

デザート作り

たくさんの中学校の先生方が食べに来てくださいました
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検　定　合　格

ビジネス情報科２年
田渕　日向 さん

（川内南中出身）

　２年生で多くの検定を受
験しました。私が一番力を

入れたのは1月に行われた簿記実務検定です。
放課後，自主的に残り検定に向けて友人と勉
強しました。先生も一生懸命教えてくださり，
無事に合格することができました。
　３年生に向けて，新たな目標を持ち更に上
級の検定に合格できるように頑張りたいと思
います。

ビジネス情報科1年
田中　怜華 さん

（串木野中出身）

　ビジネス情報科1年生は
11月から全商ビジネス文書検

定・全経電卓検定・日本情報処理検定を受験し，
1月に初めて全商簿記実務検定を受けました。
　最初は受かるか不安でしたが，前日までク
ラス全員一丸となり，最後まで諦めずに勉強し
ました。合格した人もしなかった人もそれぞれ
いますが，気持ちを切り替えて次の検定に向け
てクラス皆で頑張りたいと思います。

　ビジネス情報科・商業科では，３年間で10種類以上の資格取得に向けて，日々学習に励んでいます。

多いときは月に３回以上検定試験があり，大変なこともありますが一つでも多くの検定合格に向けて授

業や補習に取り組んでいます。

　特に３学期に行われた全商簿記実務検定・電卓計算能力検定・日本情報処理検定では，各ＨＲで声を

掛け合い，補習に積極的に参加した成果が合格に結びつき，多くの生徒の喜ぶ姿がありました。来年度

も多くの検定がありますが，合格できるように計画を立てて取り組ませていきたいと思います｡

１年間の検定計画
６月 ７月 10月 11月 12月 １月 ２月

全商簿記検定
全商

ビジネス文書
実務検定

日本情報処理検定
全商

ビジネス文書
実務検定

全経電卓検定 全商簿記検定 全経電卓検定

（日商簿記検定） 全経電卓検定 （日商簿記検定） 日本情報処理検定 （日商簿記検定）

（秘書技能検定）
全商ビジネス

コミュニケーション
検定

（秘書技能検定） 日本情報処理検定

（リテール
マーケティング検定）
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卒業おめでとうございます

ファッションデザイン科２年
小野原　凜 さん

（串木野中出身）

　３年生のみなさん，ご卒
業おめでとうございます。

いつも優しくて笑わせてくれて，頼れる先輩
方が大好きです。行事がある度に私たちを
リードして盛り上げてくださる先輩方が卒業
してしまうのは，本当に寂しいです。でも，
将来に向けて頑張る先輩方を応援していま
す。卒業してもたくさん会いに来てください。
本当にありがとうございました。

ファッションデザイン科３年
吉窪　優奈 さん　（和田中出身）
　高校３年間で最後の技術検定が終わりました。短時間の中で仕上げなければ
ならなかったので，とても大変でしたが，最後まで気を抜かずに一生懸命取り
組みました。３年間みんなと協力しながら，実習室でたくさんの作品を制作し

た日々は，私の一番の思い出です。寂しい気持ちもありますが，卒業後も精一杯頑張りたいと思
います。

ファッションデザイン科1年
南　來花 さん

（吉田北中出身）

　３年生のみなさんご卒
業おめでとうございます。

ファッションショーの時はスカート制作のこと
をいろいろと教えてくださり，とても感謝して
います。また，本番では先輩方のかっこよく歩
く姿を見て，自分もきれいに歩けるようになり
たいなと思いました。私たちも先輩方のように
なれるようにがんばりたいと思います。

　ファッションデザイン科３年生のみなさん，卒業おめでとうございます。最後まで，被服製作技術検

定にも熱心に取り組み，目標とする洋服１級（総裏仕立てのジャケット）に合格することができました。

　３年間学んだファッションに関する専門の知識や技術を今後も活かしてほしいと思います。一緒に過

ごした仲間との友情をこれからも大切に，またお世話になった方々への感謝の気持ちを忘れずに，４月

からは新しい目標に向かって頑張ってください。ファッションデザイン科在校生・職員一同，心から応

援しています。

思い出の多い実習室で記念撮影
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現代社会は経済的に豊かにな

り，科学技術も高度に発達し，

より便利で快適な生活が実現し

ているわけですが，「ストレス

社会」ともいわれています。

2019年４月1日から働き方改革関連法案の一

部が施行され，現在，「働き方改革」は大企業だ

けでなく中小企業にとっても，重要な経営課題の

一つとして世の中に認知されています。

私が通院している病院の先生から，ある時に次

のようなお話を伺う機会がありました。

狭心症・心筋梗塞・脳梗塞・肺癌・食道癌にな

りやすい原因は，①喫煙②高血圧③糖尿病④高脂

血症⑤肥満の５つでこのうち３つ以上，該当する

人は危ないそうです。私もそのうちの一人ですが，

病気や怪我を経験した人ほど，健康であることの

ありがたさを痛切に感じざるを得ません。1978

年に発足された「日本笑い学会」という会があり，

笑うことで脳にエンドルフィンが分泌・増加され，

頭の回転が早くなり，脳の幸福へと繋がります。

江戸時代を起源とする寄席や仲見世が発展してき

たのは，「笑う門には福来る」といわれる由縁か

もしれません。お腹を抱えて笑うと汗が出てきて

自立神経が良くなり，笑うことで人の輪が広がっ

ていきます。家庭生活や学校生活で笑いが出るこ

とは，家庭での団欒が和やかになり，学校での話

し合い等において，良いアイデアや意見が出る要

因になると思います。

生徒の皆さんも，「笑う」ことでストレス社会

を賢く生きてみませんか。

ストレス社会を賢く生きる� 普通科　南　大作



３・４月行事予定
日 曜日 行　　　　　　　事

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
６ （金） 特別支援教育部現場実習終了
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
14 （土） 第２回スポーツフェスティバル
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
24 （火） パティシエコース春季校外実習（～ 27日）
31 （火） 美容師国家試験合格発表

４／７ （火） 始業式・新任式・命日講話・通学時指導
8 （水） 入学式・ドリームコース入学式・入寮式（各寮）・共生・専攻第1回保護者会
9 （木） 対面式（1Ｈ）・容儀全体指導（２Ｈ）・1年オリエンテーション（３・４Ｈ）全学年

ＨＲ（５・６Ｈ）
10 （金） 1年部活動紹介（５･６H）・身体測定1年（1～３H）　宿泊説明（1年４H）
13 （月） 職員会議・身体測定３年（1～２H）・身体測定２年（３～４H）
14 （火） 第1回全校書取・心電図1年（1～３H）
15 （水） 胸部レントゲン（1～３H）・ポートフォリオ・キャリアパスポート指導（６H　２・

３年　1年２班）・宿泊研修（1学年）1班～ 16日
16 （木） 宿泊研修（1学年）２班　～ 17日・租税教室（３学年　５・６Ｈ）・学年集会（２年５H）　

HR活動（２年６H）
17 （金） ２・３年生合同進路指導（４Ｈ）・ポートフォリオ・キャリアパスポート指導（４H　

1年1班）
20 （月） 家庭訪問（Ｃ日課３Ｈ）
21 （火） 家庭訪問（Ｃ日課３Ｈ）
22 （水） 調理科包丁入魂式（２・３H）・家庭訪問（Ｃ日課３Ｈ）
23 （木） 家庭訪問（Ｃ日課３Ｈ）・検尿1次
24 （金） 家庭訪問（Ｃ日課３Ｈ）・検尿1次・内科検診
27 （月） 家庭訪問（Ｃ日課３Ｈ）
28 （火） 家庭訪問（Ｃ日課３Ｈ）
29 （水） 昭和の日
30 （木） 第1回数学小テスト・検尿1次

※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。




