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森とせせらぎに包まれた
清藤の丘は桜が満開となり，

希望の春を感じさせる季節
となりました。保護者の皆
様，鹿児島城西高等学校へ

のお子様のご入学，誠におめでとうございま
す。また，在校生は２年生，３年生への進
級本当におめでとうございます。今年も多く
の新入生を迎えることができ，感謝申し上げ
る次第です。この新しい出会いによって，高
等学校における新たな人生のー歩を踏み出
していってほしいものです。人の人生は，い
ろいろな人との出会いを通して「心を養い，

考えを深め，生き方を探る」と言われてい
ます。この出会いを大切にして生徒，教師，

保護者が学び合いながら人間的に成長し，

お互いの絆を深められたらと願うことです。
本校は，学校法人日章学園，後藤　洋一

理事長の卓越した教育理念のもと，ユニー
クな学校運営が実践され，特色ある9学科
６コースと福祉共生専攻科が設置されてい
て，全国的にも大変注目されている学校で
す。また，特色ある学校行事や学習内容，

部活動の活躍で毎年多くの輝かしい実績を
あげていることは，マスコミ等の報道によっ
て，広く世間にも知られているところです。
『好きなことを学んでプロの道を目指す学

校』として2019年度は，文化祭や文化公演，

感謝の集い等で生徒・教職員がー体となっ
て，それぞれの学科の特色を披露してくれ

ました。
「税に関する作文・標語」における熊本国

税局長賞の受賞，空手道部・バレーボール
部のアベック優勝，サッカー部・卓球部・
駅伝部の優勝，何と言っても第92回選抜高
等学校野球大会出場決定は，本校関係者の
念願達成であります。

また，東京オリンピック出場を目指す大迫
勇也選手，ニューイヤー駅伝４連覇・旭化
成の大六野秀畝選手の活躍なども，全国に
鹿児島城西高等学校の名声を高めてくれま
した。
「夢あふれ　希望の花咲く　鹿城西！」の

とおり，在校生や卒業生の素晴らしい活躍
は本校の実績として，良き伝統として後輩
への道しるべとなり，励ましとなって末永く
受け継がれていくものと思います。そして，

今年の東京オリンピックや鹿児島国体に出
場できる選手の育成にも尽力しております。

このように学校は生徒に夢を持たせ，その
夢を実現するところです。今年度も，生徒
会のグランドデザインをもとに「感動の多い
充実した学校生活を」を目標に，生徒一人
一人が楽しく生き生きとした高校生活を過
ごせるように，教職員一同全力を尽くします。
本校の教職員は豊かな心や思いやりを育て
る教育を実践し面倒見の良さでは，日本一
の学校になることを目指していきます。

保護者の皆様の温かいご理解と，ご協力
をどうぞ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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令和２年３月２日（月），2019年度の卒業式を本校体育館にて挙行しました。

今年度は，新型コロナウィルス蔓延防止のため，卒業式を縮小しての実施となりましたが，専攻科を

含め，402名が鹿児島城西高等学校を立派に巣立っていきました。

式では，生徒会長の濵屋虎白君（普通科２年A組）が在校生送辞を述べ，自身が尊敬するイチロー選

手の「試練は乗り越えられるものの前にしか表れない。」の言葉を贈り，これから先，先輩方に立ちはだ

かる多くの困難を，鹿児島城西高等学校で学んだ三年間を礎に，決して諦めない心で乗り越えてください。

と，エールを贈りました。

また，卒業生答辞では，川本未空さん（普通科３年C組）が「道義に徹し・実利を図り・勤労を愛す」

の建学の精神の下で磨かれてきた私たちは，必ずそれぞれの世界で鹿城西魂を発揮し，社会で大きな成

果を出していきます。と力強い誓いの言葉とともに，これまで支えてくれた方々に対し感謝の想いを心

を込めて述べてくれました。

ウイルスの蔓延が心配され不安な状況での実施でしたが，胸を張って卒業式に臨む卒業生の姿は，と

ても立派で，これからの活躍を期待させるものでした。

以下に，卒業式前日に実施した前日表彰と卒業式の様子を紹介します。

2019年度  卒業式を挙行

多くの保護者の方々に参加いただきました

後藤　洋一　理事長による告辞 秋武　達朗　校長による式辞
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在校生送辞
生徒会長　濵屋　虎白 君（蒲生中出身）

学園歌・校歌斉唱

卒業生答辞
川本　美空 さん（東京都中野区立第四中出身）

前日表彰　学園賞
進学体育科　桑原　一郎 君（松元中出身）

卒業証書授与
代表　社会福祉科　川畑　優花 さん（亀津中出身）

前日表彰　優等賞
ヘアーデザイン科　岩下　侑里 さん（川内北中出身）

保護者への感謝の言葉
代表　進学体育科　小峯　新陸 君（東谷山中出身）

前日表彰　産業教育振興会中央会長賞
ファッションデザイン科　藏前　心春 さん（川辺中出身）
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努力目標 評価項目 数値目標等 具体的方策 評価 反省・今後の改善点 具体的方策

総
務
部

○学校の実態に即した目標を設定
し，教育目標を具現化する。

○教育目標の明確化とその実践 ○各学期の確認と共通理解を図
る。

○生徒の実態を踏まえ，努力目標
を明確にする。

Ａ

○学校説明会で教育方針を提示
し，保護者に理解を求めていきた
い。
○グランドデザインをもとに，共
通実践を行う。

○保護者と情報交換を密にして，
連携を図る。

○学習指導要領の趣旨を生かし
た特色ある教育課程を編成する。

○創意工夫を生かした教育課程
の実施

○教育課程の確認と見直しをす
る。

○個々の生徒の特性に適した特色
ある教育課程を編成する。 Ａ

○新教育課程について，実態に即
した内容の編成に心掛けていきた
い。

○学科・コースの特性を生かした
教科・科目を検討していきたい。

○生徒の実態に即した効果的な
行事を行い，活動内容を工夫する。

○学校行事の改善・充実 ○運営委員会で毎月見直しをす
る。
○部長会を定期的に実施する。

○生徒の実態に合わせ，活動内
容を工夫・実施する。 Ａ

○大きな学校行事に対しては，生
徒・保護者・職員ともに評価が高い。
「感謝の集い」等を含め，今後も
充実を図りたい。

○会議を通して連携を密にし，効
率的な運営を実施していきたい。

教
務
部

○的確な生徒の実態把握と，理
解度に配慮した学習指導の実践に
努める。

○生徒の理解度に配慮し，楽しく
分かる授業の実践と授業評価の
実施

○「わかる授業」の教科目標につ
いて，５段階評価で４以上の評価
を達成する。

○授業評価アンケートを年２回実
施し，各教科の検討会を通して，
授業改善に努める。 Ａ

○教師の授業評価共通項目の平均
は４．５あり，今後もわかる授業の
実践に努めていきたい。

○学習目標の明確化と授業の展開
を工夫し，今後も「わかる授業」
に努める。また，教職員の研究授
業を定期的に行い，教師相互の学
習指導技術の向上を図る。

○学習環境を整備し，自ら考え，
自ら学ぶ力の育成に努める。

○各種資格・検定取得の奨励と
補習指導の充実及び模擬試験の
実施

○各種資格取得試験の合格率
80%以上を目指す。

○各科における資格取得年間計
画の作成及び補充授業や放課後
の補習等を実施する。
○定期的に資格取得委員会を実
施し，合格率や補習の内容等につ
いて随時検討する。

Ｂ

○各種資格取得試験の合格率が低
かった検定については，補習参加
の促進と指導方法の改善等を行っ
ていく。

○検定結果を報告させ，指導・助
言に当たる。また，補習計画の拡
充に努める。
○資格取得委員会を定期的に確実
に実施し，随時現状の把握に努め
る。

生
徒
指
導
部

○充実した高校生活を送り，生涯
忘れない感動を共有させる。
○高校生活を充実させ，生涯忘
れぬ感動を享受させる。

○諸行事に対する意欲的な取組
と，協調性が身に付いたか。

○学校行事等への参加意欲向上
を図る。
○各行事遂行に当たって，その目
的意識を身に付けさせる。

○教職員間の連携を図り，問題の
早期解決に努める。
○教職員は，行事に参加している
生徒全体の様子を観察し，事前・
事後指導を的確に行う。

Ａ

○担当者が交代し，とまどう場面
もあったが，生徒会を中心に成功
に向けて努力した。
○生徒が率先して行事に取り組む
姿が見られ，大きな事故もなく成
功に結びつけられた

○生徒会を中心に計画的に準備
し，一つでも新しいものを取り入
れていく。
○危機意識を常に持ちながら生徒
の安全管理に努めていく。

○突発的な問題行動や事故に対
し，臨機応変に対応できる指導体
制を構築する。

○関係機関との連携を保ちつつ，
生徒の安全を確保する。

○危機管理意識を高める教育を
計画的に行う。

○防災訓練等への真剣な取組を
促すと共に，事前・事後指導の徹
底を図る。 Ｂ

○あたり前のことをあたり前にで
きる生徒の育成に努力し，目的・
危機意識を持たせる指導に努めて
いく。

○ルール，マナー，モラルを遵守
させ，本校生徒としての自覚と誇
りを持たせるよう指導を行う。

進
路
指
導
部

○キャリア教育の実践により，職
業観・勤労観・人生観を育成する。

○学年別合同進路指導やホーム
ルーム活動の活用

○進路決定率100%を目指す。 ○進路選択の指導助言の充実
○進路ガイダンスの充実
○就業体験学習の実施
○外部講師による面接指導の実
施 Ａ

○早い時期から自分の進路を見据
えた学校生活を送るよう指導し，
生徒の意識改革に努めていきた
い。
○本人の適性や能力，興味，関心
にあった進路指導に努めたい。

○大学入試改革に伴いジャパンｅ
ポートフォリオを活かした進路指
導に努める。
○進路指導室の利用促進に努め
る。
○各種検査等を活用しながら，生
徒の希望に沿った進路指導に努め
る。

○自主的な学習態度の育成を図
り，学力向上に努める。

○就職模擬試験，英語・数学小テ
ストの積極的な取組

○就職模擬試験，英語・数学小テ
ストの平均点アップを図る。

○年間計画に基づいた計画的な
学習を促す。
○過去の受験反省記録の活用を
図る。

Ｂ

○英語・数学の小テストや就職模
擬試験を通して，基礎学力の向上
を図っていきたい。
○自己の学力の的確な把握に努め
たい。

○基礎学力の向上を目指すため，
教科担当との連携を図り，試験の
事前・事後の指導に努める。

中
高
連
絡
部

○各部・各学科の連携を強化し，
全職員による生徒募集態勢を確
立する。

○入学者の定員確保 ○各学科定員の100％確保 ○教育内容の充実と向上
○中学校との連携強化

Ａ

○募集に対する意識調査を実施
し，全職員で危機意識を持って募
集活動を実施していく。
○各部・各学科で共通理解を図り，
募集活動を展開していく。

○対外的な特色ある各学科の行事
を生徒募集の一環として全職員が
捉え，マスメディアやウェブペー
ジを活用して広く県民にアピール
していく。

○本校の教育内容を対外的に広く
紹介し生徒確保に努める。

○一日体験入学参加者の増強
○視察受け入れの増強

○一日体験入学参加者　1500名
の確保
○視察団体30以上の確保を目指
す。

○魅力ある体験入学の実施
○生徒主導の視察内容の実践

Ａ

○学校説明会や学校視察を通し
て，学校についての理解を深めて
いただく。
○一日体験入学や併願合格者説明
会のマンネリ化の防止し，改善を
図る。

○参加者に対してアンケートを実
施し，体験内容の満足度等を把握
するとともに，内容の継続・見直
しを検討する。
○参加状況の推移等についての調
査を行い，より魅力ある視察内容
となるよう検討する。

広
報
企
画
室

○各学科・コース，部活動との連
携を密に図り，定員確保に繋がる
効果的なデザインツールを作成
する。

○入学者の定員確保と入学生徒
の入学理由の調査及び広報活動
の検証

○各学科定員の100％確保 ○広報企画室職員間の連携強化
と効果的広報活動についての検
討会の実施 Ａ

○本校の特色を効果的にＰＲする
ため，各学科・コース，部活動と
の連携強化を図り制作物の充実に
繋げる。

○学科との定期的な制作会議の実
践
○入学生徒へのアンケート調査と
結果に対する広報企画の見直し

○各学科・コースの定員確保に向
け，特色ある活動や実績を広く発
信する募集活動を展開する。

○報道機関への報道依頼，若い目
投稿の取組
○ウェブページや学校案内等の
印刷物を活用した広報活動の展開

○若い目掲載件数10件を目指す。
各行事の報道件数の向上
○県内全中学生に学校案内の配
布

○全職員への広報活動に対する
協力依頼
○全学科・コースによるウェブ
ページ更新とタイムリーな情報発
信

Ｂ

○広報活動についての情報を全職
員と共有し，募集への意識を高め，
学校全体での広報活動を実践す
る。
○ＨＰと学校案内等，デザインの
統一とイメージの定着

○広報に関する取組や状況につい
て定期的な情報提供を行う。また，
各科・コース独自の活動を広報の
立場から支援する。

特
別
支
援
教
育
部

○学習意欲を高め，社会生活及
び職業生活に関する基礎学力の
向上に努める。

○学習目標や学習過程の明確化
と体験的学習の展開
○ワープロ検定，漢字検定への取
組

○学習目標の板書及び学習過程
の工夫95%以上
○ワープロ検定４級以上，漢字検
定５級以上を目指す取組

○学習目標の板書
○教材教具の活用
○個別指導の徹底
○進路達成につながる学習内容
の選定 Ａ

○社会生活の基礎となる学力の定
着を図った。また，ワープロ検定
等の資格取得を推進し，自信をつ
けさせるようにした。
○１・２年を含めた現場実習等を
通じて，勤労生活に関する姿勢を
身に付けさせるべく取り組んでき
た。

○生徒の学力の実態を正確に把握
し，できるだけ個々に応じた指導
を継続する。
○職業訓練の学習や現場実習の更
なる充実を図る。
○カリキュラムの改善や指導内
容・方法に関する共通理解を図り，
統一した方針のもとで職業教育を
展開していく（専攻科カリキュラ
ムの改善）。

○身辺生活を適切に処理しようと
する生活態度の育成に努める。

○正しい身なり，持ち物，机の中
やロッカ-などの整理整頓の習慣
化
○返事・あいさつの徹底

○共生コース１年生は75%以上
○その他の学年は85%以上

○ＳＨＲでの具体的な指導と点検
○係活動の充実
○即時指導の徹底
○ＳＨＲでの唱和 Ｂ

○ＳＮＳ等の生徒指導上の問題行
動が発生した。校則についての指
導を徹底させる。
○集団行動等の基礎的知識・技能・
態度の育成は，全教育活動を通じ
て行ってきた。

○家庭科の学習や保護者の協力を
得て，正しい服装や身だしなみに
関する意識を高めさせる。
○評価項目や評価基準を設定する
などして，知識・技能・態度の育
成の達成度を分析的に把握し，課
題を明確にしていくようにする。

　学校評価については，学校教育法の改正に伴い実施及び公表が義務化されました。本校では，一部を

レポートライフで公表しますが，具体的な内容は本校のホームページで開示します。

2019年度の学校評価について（最終報告）
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　前年度をもちまして，６名の先生方が退職されました。先生方はそれぞれ本校の発展のために尽力して
いただきました。本当にありがとうございました。

前年度退職された先生方ありがとうございました

桑原　美津子
　私は，平成元年４月から31年間奉職させていただきました。この間多くの生徒の皆さん，
多くの保護者の皆様，多くの先生方にお世話になりました。ここまでこれたのも縁のあった
皆様方のお陰と思っております。本当にありがとうございました。感謝です。
　社会福祉科が新設され３年目に入職させていただき，ずっと同じ社会福祉科で教科を受け
持たせていただきました。ただただ，介護の現場で働く専門家，プロとしての人材育成と介
護福祉士資格取得をさせたいという日々でした。その間，私自身も学ぶことが多くありました。
また，多くの行事に参加させてもらい喜びや悔しさを皆さんと共に共有できたことは私の一
生の宝物になりました。鹿児島城西高等学校で幸せでした。ありがとうございました。

南　大作
　私は，平成３年４月から鹿児島城西高等学校で４年間勤務させていただき，異動後再度，
平成15年４月から16年間奉職させていただきました。
　この度３月31日をもちまして退職することになりました。今まで支えてくださった生徒・
保護者・教職員の皆様方に感謝いたします。今後，本校のさらなる発展を祈念しまして，再
会できることを楽しみにしています。20年間お世話になりまして本当にありがとうございま
した。

松元　寿子
　調理科の実習助手として14年間勤務させていただき，たくさんの生徒と関わり，貴重な経
験をたくさんすることができ私自身も成長することができました。また，困ったことがあっ
たときに支えてくれた先生方に何度も救われてきました。この鹿児島城西高等学校で出会え
た多くの方々に本当に心から感謝しています。生徒の皆さんや先生方とお別れするのはとて
も寂しい気持でいっぱいですが，離れていても皆さんの活躍を心から応援しています。また
どこかで再会できたときはたくさん色んな話を聞かせてください。それを楽しみに私も頑張
ります。いままで本当にありがとうございました。

椛島　拓毅
　私は，鹿児島城西高等学校で３年間勤務させていただきました。この３年間で，多くの生
徒や保護者の方に支えられ，また，職員の先生方に助けられながら自分自身成長することが
できたことに，心より感謝申し上げます。
　私が思う鹿児島城西高等学校の生徒の一番の魅力は，「素直さ」です。皆さんが，これから
先どんなときも素直な心を忘れずに，一生懸命に生きていけることを願っています。
　先生という漢字は「先」に「生」きると書きます。これからは先生と呼ばれることはなく
なりますが，先に生きる人として，常に挑戦し続ける人生を送りたいと考えております。こ
れからも鹿児島城西高等学校のさまざまな活躍に期待し，応援していきたいと思います。また，
どこかで会えることを楽しみにしています。

蒲牟田　祐輝
　私は短い間でしたが，講師として4年間本校に勤務させていただきました。母校で働き，多
くの生徒たちと関われたことは，今後の私の人生の中で大きな財産になると思っています。
鹿児島城西高等学校は「好きなことを学びプロの道を目指す」学校です。私も今後は元職員
として，卒業生として新たな道でプロとして生徒たちに負けないように励んでいきます。
　本当にお世話になりました。鹿児島城西高等学校が今後益々発展されますことを祈念申し
上げます。

加治屋　美希
　私は，鹿児島城西高等学校で７年間勤務させていただきました。右も左もわからない中，
生徒や保護者の皆様・先生方に支えていただき，感謝しております。
　７年間で出会った生徒たちの分だけ，たくさんの思い出があります。気付かされたことも
学んだこともたくさんありました。なかなか上手く伝えられず怒ったことも，一緒に笑った
こともたくさんありました。そのすべてが今の私の力となっています。
　これからは，７年間で学んだことを生かして，新たな道で頑張っていきたいと思います。
またどこかで会えることを楽しみにしています。



－6－

スイーツ部

　私たちスイーツ部は，普通科パティシエコースの生徒のみの入部となっており，県内，全国でのコンテス

トへ出場，入賞に向けて活動しています。コンテスト出場以外にも県内外で開催されるイベントに出店する

などの活動も行っております。今回は2019年度に参加したコンテストやイベントの様子を紹介いたします。

「うまちか甲子園」

「いちごのスイーツコンテスト」

「クリスマスマーケット」

「バレンタインスイーツコンテスト」

「マグロの料理・スイーツコンテスト

普通科３年Ｃ組
前迫　心耀 さん

（川内中央中出身）

　スイーツ部は，月に1回
ナッペ，絞り，練り切りなど

の基本練習をしています。また，色々な場所で
行われるイベント等でお菓子の販売も行いま
す。普段あまり関わる機会が少ない後輩や先輩
とも基本練習やイベントのお菓子作りなどを通
してお互いの技術向上に励んでいます。
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　本校のエステティック部は，毎週２回水曜日と金曜日の放課後，エステ実習室で活動しています。

　エステティックの実習で学ぶボディやフェイシャルのトリートメントを中心に，実際にからだや肌にふれなが

らスキルアップを目指しています。実習の時間だけではなかなか習得できない技術や知識において，繰り返し練

習・復習を重ねながら，一歩一歩エステティシャンへの道を歩んでいます。

　その他にもボディジュエリーやネイルチップの作品制作，対外的なボランティア活動にも取り組み，トータル

で技術や知識の習得に励んでいます。

エステティック部

難しい技術も練習を重ねます

様々な作品を作ります

みんなでボディジュエリー

ボランティア活動に参加
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３月に先輩方が退寮され，寂しく感じていたサンライズ寮にもいよいよ新入生が入寮してきます。個々

の空間を大切にしながらも同じ寮に住む仲間として，楽しく支え合っていける関係を作り上げたいと思

います。

ご入学おめでとうございます

普通科２年
中村　奏 さん

（大口中央中出身）

　寮生活は，身の回りのこと
を全て自分でしなければいけ

ないのでとても大変ですが，寮で仲良くなった
友だちとおしゃべりしたり家事などを学ぶこと
もあり楽しいです。寮生活をさせてくれている
両親にたくさん感謝しています。

普通科３年
中野　玲奈 さん

（都城市立西中出身）

　ご入学おめでとうございま
す。最初は慣れない環境で

たくさん大変なことがあると思いますが，素敵
な先生や先輩方がたくさんいます。一緒に充実
した楽しい学校生活を送りましょう。

社会福祉科２年
古町　紗菜 さん

（薩摩中出身）

　サンライズ寮は，一人が落
ち着くという人にピッタリの

完全個室です。しかし，身の回りのことはすべ
て自分でしなければならない大変さもあり，こ
れまでの両親への感謝を強く感じます。慣れて
くると楽しいことがたくさんですので，早く慣れ
て楽しく過ごしましょう。

普通科３年
前田　美空 さん

（高尾野中出身）

　新入生の皆さん，ご入学
おめでとうございます。新た

なステージでこれから一緒に楽しい思い出をた
くさん作りましょうね。分からないことがあれば
先輩方に積極的に聞いて，自立した高校生活を
送れるように頑張りましょう。

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／マンションサンライズ

ようこそ，サンライズ寮へ　私たちが待ってます
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

～生徒会リーダー研修会を実施しました！～

普通科進学公務員コース２年
濵屋　虎白 君　　（蒲生中出身）

　２月２６日・２７日にリーダー研修会が行われました。今回のリーダー研修会
では，旧生徒会役員である先輩方が作成してくださった資料をもとに，一年間の
行事を細かく引き継ぐことができました。今後の活動に役立つとても貴重な時間

となり，３年生の先輩方には感謝しています。
　これからの生徒会活動をより良いものにするために，これまで以上に気を引き締めて頑張ってい
きたいと思います。

　新生徒会が発足してから，学校内外での様々な行事やボランティアをお手伝いさせていただきました。

　しかし，先日本校を卒業された先輩方のようには，まだまだ自分たちの納得のいく形でできていない

部分が多くあります。そこで，令和２年２月２６日～２７日にかけて，本校の第２会議室で放課後を利

用し，生徒会リーダー研修会を実施しました。

　この研修会では，旧生徒会長である川本未空さんを中心に進行し，新生徒会役員への引継ぎや，これ

までの活動内容・行事の見直しと今後の生徒会活動をさらにより良く充実したものにしていくために，

話し合いを行いました。この研修会で生徒会役員同士の絆を深め合い，チームワークを強固なものにし

た新生徒会の今後の活躍が楽しみです。

　また，これからの行事やボランティア活動等で「生徒会の役員に手伝ってもらってよかった」と思っ

てもらえるような活動をすることはもちろん，まずは私たち生徒会役員自身が最大限に納得できるよう

な活動内容を展開していけるように，様々な工夫を凝らし，努めていきたいと思います。保護者の方々

や地域の皆様にご迷惑をお掛けすることのないように，精一杯頑張りますので何卒よろしくお願いいた

します。

▲ 生徒会リーダー研修会全体の様子 ▲ 真剣な表情で取り組んでいます
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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

　たくさんの新入生を迎え，新しい風が感じられる季節となりました。特色ある学科でそれぞれの新入生が

希望を持って入学してきたことと思います。本校での３年間は，生徒一人一人の将来を決定づける大切な３

年間となります。９学科・６コースある本校では，学科特有の資格から全員が挑戦できる資格まで，たくさん

の資格を取得するチャンスがあります。

　夢に向かって，ひとつでも多くの資格を取得してプロの道を目指してほしいと思います。

学　　科　　名 学　科　特　有　の　資　格
在学中挑戦できる資格
（全学科共通）

ヘアーデザイン科
美容師国家試験受験資格・ネイリスト技能検定３級

メイク修了証・ボディアート修了証

日本漢字能力検定

実用数学技能検定

実用英語検定

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書

防火管理者資格

ビジネス実務マナー検定

トータルエステティック科

認定エステティシャン・ネイリスト技能検定３級

メイクセラピー検定３級

O・P・Ｉ ベーシックネイルケア＆カラー修了証

アロマコーディネーター修了証・メイク修了証

ボディアート修了証

普通科芸術文化コース
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（初級）

普通科パティシエコース 製菓衛生師国家試験受験資格（３年次受験）

社会福祉科

介護福祉士国家試験受験資格（３年次受験）

福祉住環境コーディネーター

日本赤十字社救急法

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

調理科

調理師免許（卒業時取得）

専門調理師技能技術考査（学科試験）

食育インストラクター

商業科

簿記検定・電卓検定・情報処理検定

ビジネス文書実務検定

ビジネスコミュニケーション検定

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

華道小原流初等免許状・ファッション販売能力検定

メイク修了証・ボディアート修了証

資　格　取　得
～好きなことを学びプロの道を目指す～
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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 ～

充実した高校生活に向けて

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。これからの3年間を鹿児島城西高等学校でたくさん

の友人と思い出を作り，自分の目標に向かって全力で頑張ってください。令和２年，日章学園のスロー

ガンである『心を一つに』を合言葉にして，全員で力を合わせて頑張っていきましょう！

　２年生の皆さんは，中堅学年として生徒会活動をはじめとするリーダー的存在となります。各自が自

覚を持ち，全校生徒の牽引者となって頑張ってください。

　３年生の皆さんは，進学や就職に向けて自己をよく見つめて，一日一日努力を積み重ねながら，充実

した日々を過ごしてください。

　皆さんが充実した感動のある高校生活を有意義に送ることができるよう願っています。

　目標には，短期的な目標と中期的な目標，長期的な目標がありますので，それぞれ立てるとよいでしょ

う。具体的には，次のような点に心掛けてほしいものです。

（１）よい先生や友人と巡り会い，そこから素直に学ぶ姿勢を持つ。

（２）予習・復習を必ず行い，真剣に授業に取り組み，学力を向上させる。

（３�）部活動，学校行事，ＨＲ活動，生徒会活動に積極的に参加し，集団生活の中で社会人として
必要な資質を学び，心身ともに健全な自己を確立する。

　さらに卒業後，有為な社会人となるためにも，下記の場において行動することが大切です。

１　ＨＲの場　
　担任を中心として，学校の中の「家庭」といえるでしょう。少しでも早く「友達」を作ってくだ

さい。そのためには，勇気を持って「あいさつ」をしてください。

２　部活動の場
　本校はとても部活動の盛んな学校です。多くの運動部・文化部があり，県内・九州・全国で活躍

しています。同じ目的意識を持って活動する「仲間」はかけがえのない宝物です。

３　校外生活の場
　ボランティア活動や地域活動に積極的に参加しましょう。学校内の同年齢でなく，年齢の異なっ

た方々との交流は「自分の存在価値」をさらに高めてくれます。

４　寮生活の場
　親元を離れて自分のことは自分でやらなければならない寮生活は，自分をさらに成長させてくれ

ます。集団生活の中でお互いに協力しながら「感謝」することを学べます。
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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 ～

２月26日（水），伊集院総合体育館で日置市主催の ｢高校生のための合同企業セミナー｣ が開催され，

本校の２年生142名が参加しました。
近年県内企業からの求人数も増えています。本校生徒の進路は約60％が就職を希望していますが，こ

のセミナーは県内の企業が生徒と直接面談することにより，県内の企業を知るとともに仕事内容につい
ての理解を深め，就職の際のミスマッチを少しでも減らすことと，社会的にも問題となっている早期離
職の傾向を少しでも減少させることを目的としています。

９月16日（水）に高校生の就職試験が開始されます。早めにしっかりと進路について考え，志望先決定
に向けて取り組んでほしいものです。

奄美看護福祉専門学校説明会が開催されました！
２月19日（水），本校体育館にて奄美看護福祉専門学校の説明会が開催されました。
奄美看護福祉専門学校は看護師や介護福祉士，保育士，幼稚園教諭を目指し，集中して資格取得に取

り組むことができる専門学校で，奄美市に誘致され開校した学校です。
また，自然に恵まれた環境の中で行われる行事やマリンスポーツ体験なども魅力です。
上記の資格取得を希望する人はぜひ体験入学等に参加してみてください。

高校生のための合同企業セミナーに参加しました

ビジネス情報科３年
井川　未悠 さん　　（米ノ津中出身）

　私は合同企業セミナーに参加しました。まず講話を聞きましたが，進路活動を行
うに当たって，まずは自分自身を知ることが大事であることを知りました。その後，

各自で企業のブースを回り，それぞれの企業の説明を聞き，企業について詳しく知
ることができました。これから本格的に進路活動が始まるので，今回のセミナーで学んだことを活かし
て，進路を決めていけたらと思います。

就職についての講話 それぞれのブースで企業の説明を熱心に聞いている生徒たち
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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～

　２月20日（木）多目的集会室で種子屋久高速船「トッピー＆ロケット」客室乗務員の新制服発表会を

開催しました。これは，ファッションを学ぶ高校生のフレッシュな感覚を制服デザインに取り入れたい

との希望で種子屋久高速船株式会社様からファッションデザイン科に依頼があり実現したものです。生

徒たちは春夏物と秋冬物の制服をデザインし，31点の応募の中からファッションデザイン科１年竹内 愛

乃さんのデザインが採用されました。

考案したデザインが大島紬になります
　２月18日（火）鹿児島市天文館　菓々子横丁のギャラリーで「第５回　本場大島紬デザイン公募展」
の表彰式があり，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）が特選をいただきました。
作品名は「Many life」で生命力のある自然をモチーフにデザインをしました。これから１年かけて大島
紬に製品化されます。

フレッシュな感覚を制服に
～トッピー＆ロケット客室乗務員新制服発表会～

ファッションデザイン科３年
小野原　凜 さん

（串木野中出身）

　今回，私のデザインが大島
紬のデザインに採用されるこ

とになりました。入賞を聞いたときは，とても驚
き，光栄に思いました。大島紬の図案師は男性
の方が多く，柔らかい線の模様を大島紬に織っ
てみたいという講評をいただきました。これか
ら1年かけて大島紬に制作されますが，どのよう
な作品になるのか，とても楽しみです。これを
機会にデザインの勉強にも力を入れたいと思い
ます。

ファッションデザイン科２年
竹内　愛乃 さん

（清水中出身）

　私がデザインした制服が
採用されて，うれしい気持

ちでいっぱいです。自分のデザインが形にな
るのは初めてなので，改めてデザインの楽しさ
を実感しました。これを機にもっとデザインの
勉強に努めたいと思います。

新制服姿の客室乗務員の方と記念撮影

織元さんからデザインの講評をしていただきました
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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 ～

共生コース・福祉共生専攻科へようこそ！
「ご入学おめでとうございます」

令和２年度は，共生コースに55名・福祉共生専攻科に19名，計74名の新入生が入学します。３月２

日に卒業生を送り出し，少し寂しい思いをしていましたが，新たな仲間が加わり，在校生みんなで心か

ら歓迎しています。

共生コースは本年度22期生・福祉共生専攻科は19期生を迎えました。お互い励ましあい，助けあって

充実した学校生活を送り，特別支援教育部をますます発展，充実させてほしいものです。みんなで高校

生活を素敵なものにしていきましょう。

新入生の皆さん，どうぞよろしくお願いします。

普通科３年共生コース
黒江　咲 さん　　（尼崎・小園中出身）

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。
　新しい環境で不安なこともあることと思いますが，私たち先輩や先生方に聞きな
がら，いろいろなことを学んでください。

　体育祭や文化祭などたくさんの行事がありますので，一緒に頑張っていきましょう。

普通科２年共生コース
大工園　仁湧 君　　（枕崎中出身）

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。
　鹿児島城西高等学校は，楽しい行事や講演会などがあります。共生コースには，

優しい先輩や先生方がいますので，何か困った時には気軽に聞いてください。
　充実した鹿児島城西高等学校にしていきましょう。

普通科３年共生コース
濵田　渚 君　　（東谷山中出身）

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。
　今日から楽しい学校生活が始まりました。最初は慣れないことと思いますが，少
しずつ慣れてきますので心配しないでください。

　皆さんも３年間のうちにたくさんの資格を取り，勉強も頑張ってください。
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新入生の皆さん！
ようこそ，ヘアーデザイン科へ

ヘアーデザイン科２年
川西　聖羅 さん

（牧園中出身）

　新入生の皆さん，ご入学お
めでとうございます。

鹿児島城西高等学校はたくさんの楽しい行事が
あり学校生活はとても盛り上がります。
　また，美容師国家試験合格を目指し，同じ夢
を持った友人と仲良く，切磋琢磨しながら，充
実した高校生活をすごせると思います。

ヘアーデザイン科２年
中間　葉月 さん

（金峰中出身）

　新入生のみなさんご入学
おめでとうございます。鹿児

島城西高等学校にはたくさんの学科があり自分
の夢を実現できます。
　また，部活動も盛んで私も女子バレーボール
部に所属し，文武両道に励んでいます。みなさ
んと高校生活を一緒にすごせることを楽しみに
しています。

今年も希望に満ちた新入生が入学してきました。
ヘアーデザイン科では，一般教科の他に美の世界へ羽ばたくため，専門教科による授業も行われます。

主な専門教科にメイクやネイル，ボディジュエリーがあり，入学して最大の目標である美容師免許取
得のためのカリキュラムもあります。

他の学科と比べ歴史の浅い学科ではありますが，「心を一つに」今後も新しい良い伝統を築いていき
たいと考えています。

新入生の皆さんは，全員で励まし合い，時には競い合いながら，美容師免許取得という同じ夢に向かっ
て成長してくれることを期待しています。

文化公演でのヘアーショー

卒業記念行事（感謝のヘアーサロン）

プロの美容師による撮影指導

授業風景（ワインディング）
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16期生☆これからの活躍が楽しみです

ようこそ！トータルエステティック科へ☆★
～挨拶・笑顔・返事・感謝～

春風が心地よい季節になりました。新入生のみなさんの入学を心から歓迎いたします。

今年度トータルエステティック科では，科訓である『挨拶・笑顔・返事・感謝』を徹底し，将来エ

ステティシャンとして立派に働けるよう全力でサポートしていきたいと考えています。また，メイク・

ネイル・ボディジュエリーなどの専門科目も充実しており，様々な美容の道に進むことができます。

本校では，学校行事やボランティアを通して，実際にお客様に感謝のことばをかけていただく喜び

や，施術の難しさなどを経験することができます。私たちと一緒に，笑顔と感動溢れる1年を過ごし

ましょう！

皆さんのご入学心待ちにし
ていました！それぞれの夢
を叶えるために，一緒に学
んでいきましょう!!



－17－

妙円寺詣りボランティア

ご入学おめでとうございます

社会福祉科３年
堂園　七海 さん

（明和中出身）

　新入生の皆さん，ご入学
おめでとうございます。鹿

児島城西高等学校は自分の学びたいことを学
べ，他校にはない珍しく，貴重な経験のでき
る行事も多いです。
　社会福祉科でも，地域のイベントや施設で
の行事等やボランティア活動に参加したり，介
護実習で施設の方々と交流を図れます。
　初めは不安や分からないこと，また不慣れ
なことも多いと思いますが，三年間楽しい学校
生活を送ってください。

社会福祉科２年
張原　萌鈴 さん
（佐世保市立世知原中出身）

　新一年生の皆さん，ご入
学おめでとうございます。

入学に向けて準備し，これから始まる高校生
活を楽しみにしている人が多いと思います。
　社会福祉科で夢を叶えられるよう勉強し，

たくさんの仲間とともに楽しく充実した学校生
活を送れるようにしましょう。
　私も，先輩の一人として接することができる
ようにしたいです。一緒に頑張りましょう。

社会福祉科は，昭和62年に全国で初めて設置された歴史と伝統のある学科です。

入学後在校生は，３年間で福祉の知識や技術を学修します。また，休日等にボランティア活動とし

て，地域や施設の行事やイベントへ参加しています。このように，日々の取組から福祉に携わる者と

しての「心」の醸成をめざします。

さらに，卒業後は介護福祉士国家試験を受験した後，介護支援専門員（ケアマネジャー）等関連の

資格を取得し，福祉の最前線で有能な人材として活躍しています。

　将来，福祉の現場を担う人材として，貴重な高校３年間で人との出会いを大切に，豊かな心と思

いやりを養うため，積極的な活動への参加や学習に努めてほしいと思います。

入学式での手話披露

施設実習の様子
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　本気で日本一を目指すアスリートの皆さん，ようこそ進学体育科へ。ご入学おめでとうございます。
約150名の先輩方が皆さんの入学・入部を楽しみに待っていました。これから三年間を大切に，大き
な志を持って高校生活を送ってください。

進学体育科全員で「心を一つに」

進学体育科３年
野元　未裕 さん

（第一鹿屋中出身）

　新入生のみなさん，ご入
学おめでとうございます。こ

れから三年間，たくさんの友だちと様々な経験
が待っています。これまで体験したことのない
ような大変なこともあると思います。その先に
ある喜びや楽しみを味わうために，有意義な
高校生活を過ごしてください。

進学体育科３年
松木　聖直 君

（東市来中出身）

　新入生のみなさんご入学
おめでとうございます。こ

れから始まる高校生活では，楽しいことだけ
でなくきついこともあると思います。いつで
も先生方や先輩・友人を頼ってください。同
じ鹿児島城西高等学校進学組体育科生として
一緒に頑張っていきましょう。

進学体育科２年
古木　玲 君

（福岡市立内浜中出身）

　ご入学おめでとうござい
ます。鹿児島城西高等学校

は，自分の好きなことを学び，やる気次第で夢
が目標となり，その目標達成に向かって前進す
ることができます。目標に一歩でも近付くよう，

苦しい時こそ一緒に乗り越える本気の仲間を
たくさん作り，楽しい高校生活を送りましょう。

進学体育科３年
豊里　力生 君

（名護市立大宮中出身）

　ご入学おめでとうございま
す。鹿児島城西高等学校で

の三年間は長いようで短いものだと卒業された
多くの先輩方が口にされていました。これから
の高校生活では新しいことやたくさんの素晴ら
しいことが待っています。一日一日を大切にして，

充実した三年間になるよう，共に頑張りましょう。

ようこそ，進学体育科へ　皆さんの入学を待っていました
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　新入生のみなさんご入学おめでとうございます。

　普通科はアプリケーションコース，進学・公務員コース，芸術文化コース，パティシエコースの４

つのコースを含む６つのコースからなります。それぞれが専門のプロを目指せる特色のある専門授業

を通し，技術を磨きながら充実した学校生活を送ることができます。

ご入学おめでとう

普通科２年アプリケーションコース
東　龍弥 君

（吉田南中出身）

　新入生のみなさん，アプリ
ケーションコースへのご入学

おめでとうございます。このコースでは，パソ
コン操作の基本を基礎から学び，オフィスソフ
トやフォトショップ，イラストレーターなどの専
門技術を学ぶことができます。これから始まる
新たな学校生活に期待や不安で胸がいっぱい
だと思います。
　最高の高校生活にするために，私たちも全力
でサポートしますので頑張っていきましょう。

普通科２年パティシエコース
山中　遥菜 さん

（鹿屋中出身）

　新1年生の皆さんご入学
おめでとうございます。普

通科は６コースに分かれていて，それぞれ好
きなことを学ぶことができます。私は現在パ
ティシエコースで楽しく学校生活を送ってい
ます。専門教科は大変ですが，週一回の実習
を通して楽しく学んでいます。

普通科２年進学・公務員コース
染川　陽乃 さん

（蒲生中出身）

　新入生のみなさん，ご入
学おめでとうございます。

進学・公務員コースは，勉強と部活動の両立
が一番図れるコースです。本コースで，勉強，
部活，資格取得，学校行事に励み，３年間の
思い出を作り，高校生活を楽しんでください。
私たちと一緒に学校を盛り上げて，頑張って
いきましょう。

普通科２年芸術文化コース
高木　ナナ さん

（薩摩中出身）

　新入生の皆さん，ご入学
おめでとうございます。芸

術文化コースでは，ダンスや歌，日本舞踊な
どの専門教科が学べます。これから辛いこと
や大変なこともたくさんあると思いますが，
一緒に頑張っていきましょう。楽しい高校生
活を送ってくださいね。
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　２月20日（木）に，幕張メッセ（千葉県）で，全国のホテル専門学校生が出場する中，唯一の高校生とし
て３年生の代表生徒２名が出場しました。
　予選は20問の筆記試験とオレンジのカット（６分以内）。準決勝（６位まで）は，白ワインのサービスと，

シーザーサラダのサービス。決勝（上位３名）は，シャンパンのサービスとローストチキンのサービスで
競われました。結果は，残念ながら６位入賞に届かず予選敗退でしたが，高校生が出場していることが話
題となり，観客に印象を残すことができました。以下に出場した生徒の感想を紹介します。

第14回サービスコンクール2020に出場しました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で挑戦～

卒業生
小玉　紗矢香 さん

（谷山中出身）

　私は今回，このコンクール
に出場することにより，全国

の専門学校生や，ホテル，レストランで働いて
いる方々の演技を見て，全国レベルのハードル
の高さを知るとても良い機会となりました。
　ホテルに就職しても，またチャレンジしてみ
たいと思います。

卒業生
南　佳澄 さん

（皇徳寺中出身）

　私は，唯一の高校生として，
このコンクールに出場しました。

　日々練習したことを信じて挑んだ結果，緊張より，
笑顔でやり遂げることができました。
　入賞することができず，残念ではありましたが，
大変貴重な経験になりました。
　これまで支えてくださった方々に感謝し，就職先
のホテルでこの経験を生かします。

春季校外ホテル実習頑張りました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で接客～

出場を終え，ホッとしました。

　２月３日（月）～３月４日（水）まで，ホテル
観光科２年生22名，１年生12名，計34名の生
徒が，鹿児島県内（鹿児島市，指宿市，霧島市）
14か所のホテルで，春季校外ホテル実習を行
いました。今回は，コロナウイルス関連の影響
で，当初の予定を繰り上げて終了となる残念
な結果ではありましたが，限られた実習期間を，

最後まで成し遂げることができました。実習
先ホテルの皆様，保護者の皆様，実習期間中
ご協力いただき誠にありがとうございました。

笑顔で頑張りました。
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てゲてゲハイスクールフェスティバル2020

調理科３年
東　白瑛 君

（谷山北中出身）

　私は，２月に行われたて
ゲてゲハイスクールフェス

ティバルに参加しました。午前は天気が悪く
売れるか不安でしたが，午後から雨も上がり
たくさんのお客さんがカレーを買いに来てく
れて約150食売ることができました。副部長に
なって初めての校外でのイベントでしたが無
事に終えることができたので良かったです。

調理科２年
泰江　杏実 さん

（武岡中出身）

　私は２月22日（土）に行
われたてゲてゲハイスクー

ルフェスティバルにクッキング部で参加しま
した。天気が悪かったので売れるか心配でし
たが，学校の友達や先生方，そして多くの方々
が買いに来てくださり温かいお声かけもして
いただき約150食分のカレーを販売すること
ができました。みんなで協力して無事に終え
ることができ本当に良かったです。

　今年もてゲてげハイスクールフェスティバル2020が２月22日（土），23日（日）の二日間行われ，クッ

キング部の生徒も22日に参加してきました。会場内のブースは農業高校の加工品販売や各学校の学科・

部活動の特色を活かした体験ブースが出展されました。

　調理科クッキング部は「オリジナルビーフカレー」を販売しました。多くの方々が買いに来てくださり，

「美味しかったよ」「頑張ってね」などの優しい声かけで部員の生徒たちも笑顔で楽しく販売することが

できました。

オリジナルビーフカレー販売

一日お疲れ様でした!! ラジオのインタビューの様子
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～ご入学おめでとうございます～

ビジネス情報科２年
濱﨑　亮 君

（帖佐中出身）

　1年生のみなさん，ご入
学おめでとうございます。

　ビジネス情報科では，情報処理や簿記など
の専門教科を学び，たくさんの資格取得を目
指しています。
　1年生の皆さん，学校生活を楽しみながら
たくさんの資格を取得し，夢実現できるように
頑張ってください。

ビジネス情報科３年
椃木　茜莉 さん

（和田中出身）

　新入生のみなさん，ご入
学おめでとうございます。ビ

ジネス情報科では簿記・情報処理・電卓などの
商業に関する知識を学べることはもちろんです
が，その他にもマジックといったとても楽しい
授業もあります。
　新入生のみなさんも目標を持って取り組みな
がら，３年間クラスのみんなと楽しく高校生活
を過ごしてください。

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。

　ビジネス情報科は，ビジネス社会において様々なビジネスチャンスに対応し，即戦力として活躍でき

る人材を育成します。

　３年間で10以上の資格取得を目標に，専門の簿記検定・情報処理検定・電卓検定・ビジネスコミュニ

ケーション検定などに加え，漢字検定・秘書検定・サービス接遇検定などにも挑戦し，未来のビジネスリー

ダーを目指します。

　３年間の高校生活を有意義なものにするために，数多くの資格取得や学業・部活動などに精一杯取り

組んで，自分の将来のイメージをカタチにしてほしいと思います。

２年生 ３年生

◦ビジネスチャンスをつかむ知識 
◦ビジネス社会で必要なパソコンの技術 
◦ビジネスの輪を広げるコミュニケーション
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ご入学おめでとうございます
～夢を創

つく

り　夢を着る　ファッションデザイン科へようこそ～

ファッションデザイン科３年
鈴木　真弥 さん

（重富中出身）

　新入生のみなさん，ご入
学おめでとうございます。入

学して最初の頃は，分からないことや慣れない
ことがたくさんあると思います。鹿児島城西高
等学校には優しい先輩がたくさんいるので，何
でも聞いてください。高校生活は過ぎるのが早
く感じると思います。いろいろなことに積極的
に挑戦して，たくさんの人に出会い，良い思い
出を作ってください。

ファッションデザイン科２年
磯長　美里 さん

（桜丘中出身）

　新入生のみなさん，入学
おめでとうございます。私

たち２年生は，後輩のみなさんが入学してくる
ことをとても楽しみにしていました。最初は不
安に思うこともあると思いますが，分からない
ことは先生方や先輩たちに聞いて不安を無く
してもらえたらいいなと思います。これから，
楽しい城西ライフを共に送りましょう。

　新入生及び保護者の皆さま，ご入学おめでとうございます。ファッションデザイン科では「ファッショ
ン造形」，「服飾手芸」，「デザイン」，「カラーコーディネート」などファッションに関する教科を通して，

それぞれの感性を伸ばしながら，専門的な知識や技術を習得していきます。学科の生徒が一丸となって
取り組むファッションショーや針供養などの学科行事も充実しており，多くのことを学び成長すること
ができます。自分の夢実現に向けて，有意義な高校生活になるように頑張っていきましょう。
　以下に，２・３年生からのメッセージを紹介します。

新入生の皆さん，ようこそファッションデザイン科へ（２・３年生の集合写真）

感動いっぱいのファッションショー 伝統行事の針供養
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私は平成14年に鹿児島城西

高等学校の普通科体育コースに

入学しました。部活動は野球部

に入部し甲子園目指して日々頑

張っていました。在学中は本当

にきつい練習が毎日続き，グラウンドに行くのも

憂鬱でした。でも，自分で決めた進路で親にお願

いまでして鹿児島城西高等学校に入学したので一

回も辞めたいと思うことはありませんでした。で

も結果としては甲子園に行けず，「もっとこうし

ておけば」，「なんであの時もっと頑張ってやれな

かったのか」という後悔しかありませんでした。

しかし，その気持ちがあったからこそ大学でも野

球を続け，今度は指導者として鹿児島城西高等学

校の生徒たちを甲子園に連れて行きたいという気

持ちが芽生えてきました。

まだまだ教員として，指導者として一人前には

ほど遠いのですが，自分が経験した「もっとこう

しておけば」，「なんであの時もっと頑張ってやれ

なかったのか」という気持ちを生徒に持たせない

ように指導に当たっています。近年では，鹿児島

県の中でも常に上位に行けるようになってきまし

た。「これだけやってきたんだから負けるわけが

ない」そう思えるほどがむしゃらに指導をしてい

きたいと思います。

昨年度は，念願叶って甲子園へ初出場が決まり

本当に嬉しかったです。生徒たちが甲子園という

舞台でどんなプレーをしてくれるのか楽しみにし

ていましたが，新型コロナウイルスの影響で甲子

園初の中止が決まりました。生徒たちはもちろん，

我々指導者もこの気持ちをどうすればいいか分か

らないほどでした。まだまだ，世界的にもどのよ

うな状況になるか分からないですが，決まってし

まったことをくよくよ考えるのではなく，夏の甲

子園に向けて本当に死にものぐるいで取り組んで

いきたいと思います。

4月分の学校納付金について

　４月分の学校納付金と新学年分の諸費・補助教材費等が一緒に振替となり

ます。また，スクールバスと清藤寮・女子寮の維持費については，４月分か

ら変更となります。明細につきましては，3月号のレポートライフに同封し

ておりますので，ご確認をお願いいたします。

　なお，スクールバス維持費については，7月分まで１か月遅れで納入して

いただきますので，４月分の学校納付金での振替はありません。

【学校納付金振替日】

４月分　４月27日（月）

５月分　５月15日（金）

※�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）

行くぞ！甲子園� 進学体育科　奧　虎太郎



４・５月行事予定
日 曜日 行　　　　　　　事

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（14：00）・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）・宿泊説明（1年４H）　胸部レントゲン（1～３Ｈ）
13 （月） 職員会議・身体測定1年（1～３H）
14 （火） 第1回全校書取・心電図1年（1～３H）
15 （水） 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　身体測定３年（1～２Ｈ）　身体測定２年（３～４Ｈ）
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

５／1 （金） 一日遠足・検尿1次
３ （日） 憲法記念日
４ （月） みどりの日
５ （火） こどもの日
６ （水） 振替休日・学園創立記念日
７ （木） 日置地区大会・後援会役員会16：00 ～　
8 （金） 基礎学力診断テスト（進学・公務員コース1H ～４H）・愛校デー・ワックス掛け（1～４番線）
11 （月） いじめ撲滅週間・学習支援検査（1年）・職業適性検査（２年）・常識テスト（３年・５H）・

語らいの週間（1～４番線）
12 （火） 第1回英語小テスト・語らいの週間（５～8番線）
13 （水） 中間試験時間割発表・検尿２次・防災訓練（７H）・寮生指導
14 （木） 検尿２次　生徒総会（５・６H）・心電図脱漏（9：30 ～）
15 （金） 特別作業（６H）　（学習支援職業適性常識テ（予備日））
16 （土） 後援会総会・現場実習説明会
18 （月） 振替休日（５／ 16分）
19 （火） 職員会議・進路相談（３年・29日まで）・専攻科演劇鑑賞
20 （水） 中間試験～ 22日まで
21 （木） 検尿２次
22 （金） 検尿２次
25 （月） 合同面接指導（６H）・語らいの週間（9～ 12番線）・鹿児島キャンパス併設校説明会

（３年　３・４H）・寮点検
26 （火） 第２回全校書取・語らいの週間（13 ～ 17番線）
27 （水） 学園忌日祭
28 （木） 語らいの週間（ＳＢ利用生徒以外）
29 （金） 第1回就職模擬試験（０H）

※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。




