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　この言葉は，私が以前勤務

していた学校の校長先生から

いただいた言葉ですが，毎日

（日頃）の鍛錬＝努力がいかに

大切かと言うことを常に言葉

にされていました。勝負の時にいくら力を出そ

うとしても，日頃の努力，鍛錬なしには，その

力は出せないと言うことです。

　私の所属しているヘアーデザイン科の生徒は

本校で３年間，鹿児島城西高等学校のヘアーデ

ザイン科で，鹿児島レディスカレッジのヘアー

アート学科で学び，卒業する２月と３月に国家

試験を受験します。国家試験には実技試験と筆

記試験があり，両方合格して美容師免許を取得

することができます。

　大半の生徒が美容師という華やかな世界に憧

れて入学してきますが，実際に学校で勉強する

ことは，国家試験に合格する技術の習得が目的

であって，決して派手なことを学ぶわけではあ

りません。基本的な技術の習得になり，毎日，

規定時間内に早く，きれいに仕上げるための鍛

錬の積み重ねが必要となります。

　また，実技試験中には衛生面の審査もあり，

髪の毛，服装，器具の扱い方など技術以外にも

採点項目が設けられます。

　私は日々の授業の中で，この言葉を常に思い

出します。ヘアーデザイン科の生徒の最終目標

は「国家試験合格」にあります。そのためには，

地味ですが日々の鍛錬を怠らず，衛生面にも常

に気を配る必要があります。「本番の時にはしっ

かりやる」という甘い考えでは，いざ試験の際

に力を発揮できるものではありません。常に集

中して技術の習得に励むことは決して簡単なこ

とではありませんが，この３年間を無駄にしな

いためにも，HR全員が“心を一つに！笑って卒

業”するためにも，入学してからこの言葉を念頭

に置き日々の鍛錬に励み，10年後，20年後，一

人のお客様にとって，信頼される特別な存在の

美容師さんになってほしいと願いつつ，今日も

国家試験合格のために，日々の鍛錬に励んでほ

しいと思います。

鍛錬 千日の行 勝負 一瞬の行なり　～心を一つに～

ヘアーデザイン科　科長　遠 藤　直 一



－2－

 

学校法人 日章学園 鹿児島城西高等学校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

人の行うべき正しい道

◎真理と正義を愛する人間

ヘアーデザイン科(男女30名) 

トータルエステティック科（女20名） 

 普通科 (男女115名) 
   進学・公務員コース 
   アプリケーションコース 
   芸術文化コース 
   パティシエコース 
   共生コース 
   ドリームコース 

( 8 0名 )

【望ましい教師像】

・生徒一人ひとりの特性を伸長し，深い愛情と

理解を示す教師 

・生徒・保護者から信頼される教師 

・自分自身を常によりよく変えようと努力する

教師 

・教え育てることに情熱を持つ教師 

・生徒を生かす評価のできる教師 

【望ましい生徒像】 

・勉学に励み，友情に厚く，正義感あふれ生徒

・スポーツ活動や文化活動に親しみ，心身とも

に健康な生徒 

・心豊かで品位があり，礼儀正しい生徒 

・思いやりと奉仕精神に富み，勤労を尊び，お

互い協力し合う生徒 

・教師・先輩・同級生・後輩を大切にし,母校

愛にあふれる生徒 

【望ましい学校像】

・清潔で美しく，教育環境の整った学校 

・生徒と教師の心が，通い合っている学校 

・保護者と教師が，信頼によって結ばれている

学校 

・特色と風格を備え，秩序の保たれた学校 

・地域や卒業生に信頼され，支えられている 

学校 

ファッションデザイン科(男女20名) 

福祉共生専攻科(男女20名) 

（就労定着支援事業所） 

建学の精神 

学校教育目標 

 

 
現実の利益 

 

◎個人の価値を尊び， 

 自主的精神に充ちた人間 

 

 

心身を労して勤めに励む

◎勤労と責任を重んずる人間

豊かな人間性を培うとともに，勤労教育を柱に，専門的な知識・技能の修得を図るこ 
とで，時代に即応し常に進化し続ける学校として21世紀を担い，各界をリードする良き  
社会人の育成をめざす。 

校 訓 

今日に感謝し，恩義に報いよう(道義) 胸に真理を刻もう(実利) 率先して額に汗しよう(勤労)

１ 各種スポーツ活動，部活動の充実 
・集団訓練等による体力づくりの推進  
・体育系２７，文化系２５，計５２部 

(全国大会を目指す) 
２ 思いやりと奉仕の精神の涵養 
・ボランティア活動の充実  
・地域社会における奉仕活動参加  

３ 望ましい勤労観・職業観の育成 
・職場体験学習や実習の充実  

 ・社会に貢献できる人材の育成 

・進学・就職１００％ 

４ 生徒会活動の充実 

・母校愛と自治的精神の育成 

５ 地域との交流を通した教育の充実 

・郷土愛と社会性の涵養 

１ 特色ある教育内容の充実 
・９学科，６コース，専攻科  

 ・特色ある教育課程の編成と実施  
２ 基礎学力の定着 勉学３誓 
 ・わかる・楽しい授業の推進  
・個別指導の徹底  

３ 各種資格検定の取得 
・専門的知識・技能の修得  
・自ら考え学ぶ力の育成  

４社会性を培う教育の充実 
・職場実習  

５ 開かれた学校づくりの推進 
・外部評価による学校改善 

・レポートライフ,ＨＰ等による情報提供

・一日体験入学，高校説明会による入学者
　確保

１ 基本的生活態度の確立 生活３守

 ・ルール，マナーの遵守 

・笑顔で挨拶 

２ 道徳的実践力の育成 
 ・善悪の判断，規範意識等の育成  
３ 心に届く生徒指導の推進 
 ・いじめ・問題行動等の未然防止  
４ 人権同和教育の充実 
 ・全教育活動を通した人権感覚の高揚  

５ 特別支援教育の充実 

・社会人としての自立と進学意欲の高揚

 キャッチフレーズ（学園）育てよう 豊かな心と 思いやり ★ 時を守り 場を清め 礼を正す 

         （本校）夢あふれ 希望の花咲く 鹿城西 

令和２年スローガン「心を一つに」 ★ 行動の中から知恵が出る

鹿城西の心「好きなことを学んでプロの道を目指す」 

・資格取得100％を目指そう・学ぶ意欲を持ち続けよう・無欠席･無遅刻を目指そう 
ビジネス情報科(男女20名) 

 

日章学園 
マスコットキャラクター 
「ニッチー君」 

鹿児島城西高等学校 
マスコットキャラクター 
「ジョディさん」 

 

道義に徹し
 

実利を図り 
 

勤労を愛す

ホテル観光科（男女 20 名） 

社会福祉科（男女 20 名） 

進学体育科（男女 55 名） 

  

  

  

  

  

  

調  理  科 男女

教務部

生徒指導部

進路指導部

中高連絡部

特別支援教

広報企画室

令和２年度学校運営基本方針
 創立９３周年
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令和２年度　新任の先生方のごあいさつ
福祉共生専攻科
川宿田　倫子 先生
　以前よりたいへんお世話に
なっておりました鹿児島城西高
等学校に勤務することになり，
たいへん感慨深いです。生徒

たちには，英語を通してグローバル感覚が身に付
いてくれたらと思っています。よろしくお願いいた
します。

普通科共生コース
朝木　修一 先生
　鹿児島城西高等学校で働か
せていただき，２週間が経ち
ました。より多くの生徒とコ
ミュニケーションを図り，充実

した学校生活を送っていきたいと思います。また，
一日一日，生徒たちと共に新たな感動を得られ
るよう，全力を尽くしていきます。よろしくお願
いします。

普通科パティシエコース
米森　哲平 先生
　４月に長島町立川床中学校
から参りました。8年間中学校
で理科を教えていました。高等
学校での勤務は初めてですの

で，ドキドキ・ワクワクしています。生徒の皆さん
と一緒に，楽しみながら授業などできればと思い
ます。
　よろしくお願いいたします。

調理科
古市　息吹 先生
　こんにちは。今年度から社
会科の教諭として着任した古
市息吹です。教師として，生
徒自身が自らの正しい生き方

を模索しながら生活できるよう指導し，一日一日，
成長が実感出来るような環境づくりに努めていき
ます。一生懸命頑張りますのでよろしくお願い致
します。

福祉共生専攻科
山口　里美 先生
　今年度入職いたしました山口
里美と申します。平成26年３月
まで在職しており，６年ぶりに
戻ってまいりました。しばらく

学校現場を離れておりましたので，新たな気持ち
で日々精進していく所存です。生徒の皆さんと一
緒に学べることを楽しみにしております。
　どうぞよろしくお願いいたします。

ビジネス情報科
瀬戸口　唯 先生
　こんにちは。瀬戸口唯（せと
ぐちゆい）と申します。担当は
英語です。鹿児島城西高等学
校の敷地はとても広く，毎日迷

子になっております。そんな時に「先生，大丈夫
ですか？どこに行こうとしていますか？」と温かい
言葉をかけてくれる生徒がたくさんいます。たくさ
んの優しい生徒たちと最高の時間を共有していき
たいと思っています。

普通科芸術文化コース
森本　久貴 先生
　４月から，礼儀正しく，誠実
な生徒たちと接し，毎日が感動
の連続です。一日も早く鹿児島
城西高等学校に慣れたいと思

います。そして，生徒と共にさらに学校を盛り上
げていきます。これからもどうぞよろしくお願いし
ます。

調理科
酒瀬川　友美 先生
　本校の調理科を卒業後，２
年間調理師として勤務し，その
後，進学して栄養士の資格を
取得しました。母校で実習助手

として生徒と共に学べることをとても嬉しく思って
おります。学校生活を通して，たくさんの生徒と
共に成長していきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

生徒とともに学校の発展に尽くします
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　4月8日（水），桜も満開の中，本校体育館において，令和２年度の入学式が挙行されました。今年度

はコロナウイルスの影響もあり，例年よりも縮小した形での入学式となりましたが，秋武校長から入学

許可をいただき，新入生474名は，晴れて鹿児島城西高等学校の一員となりました。

　また，新入生を代表して 大山　蘭花さん（北指宿中出身）と岩下　隼磨君（鹿児島育英館中出身）が

誓いのことばと保護者への感謝のことばを述べてくれました。胸いっぱいの希望を持って新しい高校生

活を歩み始めた新入生を在校生，職員一同，心から歓迎いたします。

入学式を厳かに挙行
～新入生474名に入学許可～

校長式辞

誓いのことば　大山 蘭花　さん

歓迎のことば　濵屋 虎白　君

理事長告示

保護者への感謝のことば　岩下 隼磨　君

新入生退場
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4月２日（木）本校体育館において令和2年度鹿児島キャンパスの年度始め式が行われました。式の中で，

後藤　洋一理事長が職員に向けて「心を一つに」を取り組むこと，「生徒をとことん面倒みる。」「愛校心，

母校愛を持たせる教育を実践する。」「応援される，愛される部活動を確立する。」という努力目標，そし

て ｢ワンチーム｣ の気持ちを生徒の心に養ってほしいという訓示がありました。また，今年度新規採用

された15名の職員の紹介などがあり，全員で建学の精神の唱和，学園歌を斉唱して式を終えました。

年度始め式
令和２年スローガン　～心を一つに～

理事長訓示の様子

新規採用者辞令交付
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野　球　部

　３月13日（金）から開幕予定でした第92回選抜高等学校野球大会が中止となりました。これまで憧れの

地である甲子園の舞台に立つために開催を信じて練習を積んできました。中止になったことはとても残

念ですが，再度，夏の甲子園大会に行けるように頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします。

甲子園へ　～挑戦～

進学体育科３年Ａ組
古市　龍輝 君
（鹿児島育英館中出身）

　私たち野球部は，第92回
選抜高校野球大会に出場す

る予定でしたが中止になってしまいました。し
かし，夏にチャンスはあるのでもう一度甲子園
への切符を掴み取り，自分たちの目標である『日
本一』を達成するためにこれから努力し，有言
実行できるように一致団結して頑張りたいと思
います。

熱の入った打撃練習
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　女子卓球部は，新入生５名を迎えて，２年生２名，３年生4名の計11名で，令和２年度に向けて発進

しました。伝統ある卓球部の先輩方に負けぬよう，県内大会優勝はもちろんのこと，九州・全国で活躍

することを目標として，技術力向上と人間力向上に努めています。

　新チームになってから，県選抜大会予選，県高校春季大会とライバルである鹿児島女子高等学校に決

勝で敗れてしまいました。ダブルスやシングルスも優勝することができず，その悔しさをバネに意識を

変えながら日々の練習に取り組んできました。

　新型コロナウィルス感染の拡大により，目標であるインターハイが開催されるの

か，とても不安ですが，当たり前であったことがそうでないことにも気付かされま

した。

　まだまだ先輩方の実力には及びませんが，今，できることを精一杯取り組み，鹿

児島城西高等学校卓球部の伝統を引き継ぐべく11人全員の「心を一つに」して，今

後の大会に向け「優勝」を成し遂げたいと思います。

女子卓球部
連覇に向けて，団結!!

進学体育科３年Ａ組
岩　小鈴 さん
　　　（鴨池中出身）

　私たち女子卓球部は，新入生５名を新たな仲間として迎え，新チームが出
発しました。新人戦・春季大会で団体・複・個人で優勝を逃し続けてきました。

　３年生にとって次の大会がみんなで戦う最後の県大会になるので，ライバル校である鹿児島
女子高等学校に勝ち優勝できるよう，一人一人が高い意識を持ち，日々の練習に一生懸命に取
り組んでいこうと思います。
　新型コロナウイルスの影響で開催が危ぶまれるインターハイですが，どのチームよりもイン
ターハイにかける思いは強いので，応援をよろしくお願いします。
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鹿児島城西高等学校には清藤寮・ビクトリー寮・女子寮・マンションサンライズ寮の4つの寮があり

ます。

それぞれの寮で，寮生たちの新学期がスタートして１か月が過ぎました。新入生は，親元を離れて新

しい環境での生活で不安でいっぱいだったと思いますが，慣れてきた頃ではないでしょうか。

今回は各寮を代表して4人の生徒たちのコメントを紹介します。

～ようこそ!鹿児島城西高等学校寮へ～

普通科３年Ｂ組
前田　美空 さん

（高尾野中出身）

　早くも親元を離れて３年目
となりました。最初の頃は不

安で慣れない生活でしたが，優しい先輩や寮監
長，寮母さんに恵まれて多くの友達もでき，楽
しくあっという間の２年間でした。寮生活を通
して親のありがたみを知りました。日々感謝の
気持ちを忘れずラスト1年間を楽しみながら頑
張っていきたいと思います。
　新入生の皆さんも楽しんでいきましょう。

進学体育科３年Ａ組
上原　渉扇 君

（沖縄県大宮中出身）

　ビクトリー寮では部活動
で全国大会を目指す生徒た

ちが充実した生活を送っています。寮生活で
は自宅とは違い，自立した生活を送らなけれ
ばならないので人としても成長することがで
きます。
　新入生はまだ慣れないことが多いと思いま
すが，３学年で協力し合って，充実した寮生
活・学校生活を送っていきましょう。

進学体育科３年Ｂ組
藤田　乃那 さん

（名瀬中出身）

　新入生のみなさん，ご入
学おめでとうございます。

女子寮は最大６人部屋なのでコミュニケー
ションも取りやすく，毎日楽しく生活していま
す。いつもやってもらっていた洗濯や掃除など
自分でやらなくてはいけないので大変ですが，
分からないことがあったら遠慮せずに私たちに
聞いてください。楽しい寮生活を過ごしていき
ましょう。

ビジネス情報科３年
椨木　輝斗 君

（米ノ津中出身）

　清藤寮には部活動生や特
色ある学科の生徒たちが在

籍し，自分の夢に向かって一つ屋根の下で毎日
楽しく過ごしています。
　また，寮監長や寮監の先生方のおかげで安心・
安全に過ごすことができています。洗濯や掃除
は大変ですが，将来のために役立っています。
　最後に，一緒に暮らせることに喜びを感じ
ながら楽しく充実した日々を過ごしていきま
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寮

清藤寮

女子寮

ビクトリー寮

マンションサンライズ寮
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

～整美委員～

　生徒会の生徒たちは各専門部に分かれ，毎日の学校生活をより良いものにするために，各部長を中心

に一生懸命活動しています。その中でも今回は，整美委員の活動を紹介したいと思います。整美部は，

部長が中心となり，作業時間にゴミステーション前でゴミの回収，分別をしています。鹿児島城西高等

学校では，毎日，とても多くのゴミが出ます。整美委員の生徒が気持ちよく活動できるように，これか

らも生徒一人一人が，しっかりと回収，分別をするように，心掛けてほしいと思います。

沢山のゴミを分別しています☆

分別されているかチェックしてます！

皆で協力して頑張っています！

※�　ゴミは燃えるゴミ，燃えないゴミ，ペットボトルなど７種類に分けられます。必ず種
類ごとに分別をして，ゴミステーションに持ってきてください。
※　ペットボトルとキャップは分けて，捨ててください。
※　ゴミ袋に入れずに持ってきた場合は，受け付けません。
※　ゴミ袋には，必ず，クラス名を書いてゴミステーションに持ってきてください。

☆整美委員からのお願い☆
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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

　新学期が始まり，１か月が過ぎました。１年生も少しずつ新たな生活に慣れてきた頃ではないかと思

います。

　さて，今月は１年生にとって高校生として最初の定期試験が実施されます。

　定期試験には，学期毎の中間試験・期末試験と学年末試験があり，中間試験は試験の点数がそのまま

評価となりますが，期末試験では試験の点数に「平常点（普段の授業態度や提出物等の評価）」が加味

されての評価となります。このことを踏まえた上で，毎日の授業への取組を大切にして試験に臨んでほ

しいと思います。

　評定については，本校では絶対評価となります。頑張れば誰でも「５」の評価が得られます。そして

３年間の「評定平均」が，３年時の進路決定の大事な資料となりますので，悔いの残らないように計画

的に学習に取り組むことを望みます。

　次に定期試験の日程と評定についてお知らせします。

定期試験への取組

◎定期試験の日程（予定）　＊変更がある場合には，事前にレポートライフ等で連絡します。

１学期

中間試験 …… ５月20日（水）～５月22日（金）
期末試験 …… ６月30日（火）～７月３日（金）

２学期

中間試験 …… 10月７日（水）～10月９日（金）
期末試験 …… 12月１日（火）～12月4日（金）

３学期

３年生卒業試験・ホテル観光科学年末試験 …… １月12日（火）～１月15日（金）
１・２年生学年末試験 …… ３月２日（火）～３月５日（金）

◎評定について
点　数 評　定

80点以上 ５

60点～ 79点まで 4

40点～ 59点まで ３

30点～ 39点まで ２

29点以下 １
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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 ～

スマートフォンやインターネットの使用について

　新入生の皆さん，新しい高校生活には慣れましたか？まだまだ慣れ

ていない人も多いことかと思います。新しい校舎，新しい教室，新し

い先生，何もかもが見慣れず，分からないことも多いでしょう。そん

な時，分からないことを聞ける先生や，友達や先輩がいれば心強いこ

とだと思います。２，３年生の皆さんには新入生の時の不安な気持ちを

思い出して，新入生が安心して学校生活が送れるよう心配りをしてく

れたらと思っています。

　高校生になり，９割を超える人は，携帯電話を持ち始めます。また，

パソコンに触れる機会も増えることでしょう。そうした中で気を付けてほしいことが３つあります。

　一つめは，時間を決めて使用することです。内閣府の資料によれば，平成29年度における情報通信

機器によるインターネットの平均利用時間は213.8分という結果が出ています。スマートフォンのみの

インターネットの平均利用時間は177.7分となっており，多くの高校生は一日約３時間インターネット

をしているといえます。こうした結果をどう受け止めればよいでしょうか。近年スマホ依存，ネット依

存という言葉が流行っているように，スマートフォンやインターネットを止められなくなってしまう人

が大勢いるのです。そうならないためにも，時間を厳守したり，利用を制限したりすることで，予防し

ていくことが大切です。

　二つめは，スマートフォンやインターネットを使うときは人としてのマナーを大切にしなければなら

ないということです。電車の優先席付近でスマホを使ったり，インターネットを使って悪口を書いたり

というのは，人としてあるべき姿なのでしょうか。近年ラインやＳＮＳでのトラブルは多数報告される

ようになってきました。周りの雰囲気に流されず，マナーを守って使っていきたいと思います。

　三つめは，スマートフォンやインターネットの情報は，面白く楽しい情報や嘘などの誤った情報ばか

りでなく，生活に必要な情報であったり，身を守る情報であっ

たり，色々な情報を得ることができる時代となり，そんな中で，

本当にその情報が正しいかどうか見極める力が必要になるとい

うことです。

　これらのこと以外にもスマートフォンやインターネットの使

用にはメリットやデメリットがたくさんありますが，常に落と

し穴を意識して使用することで，犯罪や事件などのトラブルに

巻き込まれず，充実した高校生活を送れるようにしてほしいと

願っています。
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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 ～

進路指導部では，昨年度も進路決定100％を達成しました。今年度も100％を目指し，早めに進路指
導室を利用し自分が考える進路の情報収集を行ったり，オープンキャンパスや企業見学等積極的に参加
したりしてほしいと思います。進路指導部で主に行われる年間行事は下記のとおりです。

進路決定100％に向けて

≪検査・試験日程≫
日　程 １学年 ２学年 ３学年

５月
11日 学習支援検査 職業適性検査 常識テスト

29日 第１回　就職模擬試験 第１回　就職模擬試験 第１回　就職模擬試験

７月 10日 第２回　就職模擬試験 第２回　就職模擬試験 第２回　就職模擬試験

９月 8日 第３回　就職模擬試験 第３回　就職模擬試験 第３回　就職模擬試験

12月 10日 第4回　就職模擬試験 第4回　就職模擬試験

２月 ３日 第５回　就職模擬試験
第５回　就職模擬試験

　　面接指導

※　全学年において，定期的に就職模擬試験を行っています。
　　卒業後のよりよい進路決定に向けて，保護者の皆様もぜひご理解とご協力をお願いします。

月 行　　事 概　　　　　　　要

６月

外部講師による面接指導
（～９月末）

会社の社長・人事担当者の方が来校し，面接指導をします。

進路ガイダンス
（３学年）

就職希望，進学希望，公務員・自衛隊希望者に分かれて会社の概要や
就職試験に対する心構えなどの情報収集を行います。

７月

求人受付開始 企業からの求人票が学校へ届きます。

２学年インターンシップ
ヘアーデザイン科・調理科・トータルエステティック科・パティシエコー
ス・普通科Ｅ組・ビジネス情報科・ファッションデザイン科の生徒が
就業体験学習を行います。

三者面談（３学年） 生徒・保護者と学校にて，担任と進路について話し合いを行います。

8月 校内推薦選考会議
学校求人を希望している生徒を対象に，学校の紹介で受験先を決定す
るための会議が行われます。

９月
出陣式・受験心得指導 ハローワーク伊集院の方から，受験に伴う注意や激励をしていただきます。

就職試験開始 全国一斉に就職試験が開始されます。（９月1６日）

12月
３年生による進路体験
発表

１・２年生へ進路決定までの経緯や体験を内定者・進学合格者の３年
生が各学科ごとに発表します。

１月
卒業生による職場体験
講話

本校を卒業している先輩から職場での心構えや悩んだこと，在学中に
やっておけばよかったこと等の体験談を在校生へ話していただきます。

２月

高校生のための企業セミ
ナー

２学年の生徒を対象に，日置市主催の企業ガイダンスが開催され，地元の
企業が参加して説明をしています。（保護者の方も参加できます。）

進路に関するＨＲ活動・
履歴書指導

１・２学年の生徒を対象に，各ＨＲで進路に対するＨＲを行います。

※　昨年度参考です
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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～

本校では学校ホームページの他にInstagramやFacebookなどのSNSを活用して，生徒たちの学習
活動の内容や部活動の取組などについて紹介しています。

鹿児島城西高等学校のSNS紹介

Instagram　鹿児島城西高等学校【公式】：kagoshima_ josei

Facebook
　学校法人日章学園　鹿児島城西高等学校
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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 ～

新年度がスタートしました！
共生コース・福祉共生専攻科には今年度も新しいメンバーが加わりました。

共生コース１年生55名と，福祉共生専攻科１年生19名，さらに３名の新任の先生を迎え，清々しく

新年度がスタートしました。

8日の入学式後の初めてのHRでは，新たな級友と共に，担任の話に真剣に耳を傾ける姿が見られま

した。

また，福祉共生専攻科は９日，１年生と２年生の顔合わせとして対面式を行いました。

これからの１年間，「なにごとも助け合って精いっぱい」どんな困難も乗り越えていける集団であっ

てほしいと思います。

１年Ｄ組
ＨＲ目標　「前へ」

福祉共生専攻科１年生と２年生の対面式

１年Ｅ組
ＨＲ目標「二十七人　二十七色」
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入学おめでとうございます！

ヘアーデザイン科1年
馬場　美優 さん

（鷹巣中出身）

　私はヘアーデザイン科でヘ
アメイクに関する技術や知識

を学び，最年少スタイリストを目指したいと思い
ます。
　そのためにこれからの３年間は，卒業時に受
験する美容師国家試験の合格に向けて勉強を頑
張りたいです。
　また，美容の勉強だけでなく普通教科の勉強
も両立したいです。
　特色のある学科で学べることを誇りに思い，
一生懸命勉強するだけでなく，学校行事にも積
極的に参加し，楽しく充実した高校生活を送れ
るように様々なことに挑戦していこうと思ってい
ます。

ヘアーデザイン科３年
西垂水　さくら さん

（知覧中出身）

　私はヘアーデザイン科の生
徒だけが入部できるヘア―デ

ザイン部で部長をしています。
　ヘアーデザイン部はヘアセットやメイクアッ
プ技術を深く学ぶことができます。
　文化公演では舞台発表でヘアショーを披露す
るので，それぞれの個性を活かした作品を考え，
作り上げ，発表しています。
　火曜日にヘアー実習室で活動していますので，
ぜひ見学に来てください。

今年も初々しい新入生が入学してきました。
16期生となるヘアーデザイン科１年生は，ま

だまだ緊張気味でおとなしい印象ですが，みん
なで協力し合って良いクラスを作ってほしいと
思います。

同じ美容師という夢に向かって，競い合い，

励まし合いながら，美容師国家試験合格に向け
て技術の習得や専門教科の勉強，資格取得など
一緒に頑張っていきましょう。不安なことがあ
れば何でも先輩や先生に相談しましょう。

ヘアーデザイン部はヘアーデザイン科の生徒
だけが入部できる，学科独自の部活動です。

主に火曜日に活動しており，普段の授業では
できないアップセットやヘアアレンジ，ヘアア
レンジに合わせたメイクの練習など行っていま
す。

また，11月の文化公演の際にはヘアーデザイ
ン科を代表してヘアショーを行いますので，ヘ
アショーに向けて，モデルとヘア担当，メイク
担当のチームで作品を作り上げていきます。

いろいろな技術を身に付けるために，一緒に
活動してみませんか。

一緒に頑張りましょう！

ヘアーデザイン部の紹介
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19期生が仲間入りしました☆★

風にそよぐ木々の緑もまぶしい季節になりました。

本校トータルエステティック科は今年で18年目を迎えます。本年度は34名の１年生が仲間入りし，

各学年気持ち新たに日々の学習に励んでいます。

３年生はいよいよ進路活動が本格的に始まります。入学した時の気持ちを思い出し，それぞれの夢

実現へ向けて頑張ってほしいと思います。また２年生も１年生で学んだことを活かし，トータルエス

テティック科を盛り上げてくれると思います。

　４月14日（火）初めての現代社会の
授業の様子です。先生も生徒も初め
てでした。最初は不安なことが沢山
あると思いますが，34名の仲間との
和を広げてほしく，充実した学校生
活を過ごしてほしいと思います。
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ようこそ社会福祉科へ

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1年生の皆さんは，入
学してから約1か月が経ち，

鹿児島城西高等学校の雰囲気にも大分慣れて
きたと思います。
　ただ，慣れだしたからこそ気持ちの緩んでく
る場面も多くなると思います。
　しかし，慣れてきたことによって，よりよい
学校生活にできる改善点への気付きや，努力
すべきことも見えてくると思います。
　２年生として，協力することができればよい
と考えますので何でも相談してください。

社会福祉科1年
小倉 滉之郎 君

（伊敷中出身）

　僕はこれから，介護福祉
士国家試験に合格できるよ

うに頑張りたいです。
　また，高校３年間の中で，さまざまなことに
挑戦していきたいと思います。
　まだ慣れないことが多く不安ですが，先生
や先輩方から教えていただき，楽しく充実した
高校生活を送りたいです。

社会福祉科３年
折田　愛華 さん

（松元中出身）

　1年生の皆さんは入学し
てまだ1か月と間もない状

況の中，緊張が続いていることと思いますが，
自分の好きなことを学べることに感謝して，学
校生活を過ごしてください。
　分からないことは，先生や先輩たちに相談
してくれたら，優しく教えてくれると思います。
　一緒に楽しい高校生活を送りましょう。

新入生が入学し約１か月が過ぎました。各学年新しい環境のなかで，目標や目的を持って過ごして

います。１年生は高校生のリズムに慣れることから始め，交友関係の幅を広げたり，２年生は中堅と

して先輩に学びながら，後輩から頼られる役割を担い，３年生はいよいよ進路や国家試験受験に向け

て取組が始まります。

社会福祉科生として，校内外で福祉の心を体現してほしいと思います。社会福祉科生徒，職員「心

を一つに」頑張って行きます。
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　2019年度も進学体育科は鹿児島城西高等学校の名を全国に鳴り響かそうと，学校生活，部活動，

目標達成のため自分に負けることなく努力をしてくれました。その結果，野球部が春の選抜甲子園初

出場！空手道部，女子卓球部，インターハイ出場！新人戦でも駅伝部が新記録での優勝！野球部，小

峯君が東北楽天ゴールデンイーグルス入団！素晴らしい成績を残してくれました。その他の部活動も，

次こそは優勝！という強い気持ちで活動しています。令和２年度も自分自身との闘いに勝ち，生き方

を磨き続け，夢を実現してほしいと思います。

　今月は令和２年度に強い思いを持つ4人を紹介します。

進学体育科　令和２年度の抱負
学科目標　生き方

進学体育科３年Ａ組
山下　玲 君

（河頭中出身）
サッカー部主将

私の新年度の抱負は，イン
ターハイ，選手権で優勝することです。昨年
は悔しい思いをたくさんしてきたので，目標
を達成するために，主将としてチームが苦し
いときにも声をかけ続け，努力していきたい
と思います。コロナに負けず，最後の一年悔
いのないように，一日一日を大切に過ごして
いきたいです。

進学体育科　科長
新田　祐輔 先生
（男子サッカー部　顧問）

　令和２年度も進学体育科
学科長を務めさせていただ

きます。進学体育科生徒がいきいきと学校生
活を送れるように，顔写真のように笑顔を忘
れず学科職員と力を合わせ，授業や行事，部
活動に取り組みます。今年の学科目標が「生
き方」です。まずは自分自身がしっかりとし
た生き方を体現していきます。

進学体育科３年Ａ組　担任
永野　恒也 先生
（男子バレー部　顧問）

　今年度，進学体育科３年
Ａ組の担任になりました永

野です。高校生活最後の一年間ですので，部
活動，学業，進路で結果にこだわって挑戦し
てもらいたいと思います。私も生徒も努力し
続けて，最後に花を咲かせられるよう，全力
のサポートをしていきます。よろしくお願い
します。

進学体育科３年Ａ組
古市　龍輝 君
（鹿児島育英館中出身）

野球部主将

　今年の抱負は春の選抜が
中止となり，野球部の目標である日本一を達
成できていないので，夏にもう一度甲子園に
出場して日本一という目標を達成するために
日々努力したいと思います。そして，高校生
活も残り一年なので悔いのないよう一日一日
大切に過ごしたいと思います。
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入 学 式

　始業式・入学式も無事終わり，いよいよ新年度のスタートです。生徒たちは新たに目標を定め，夢

実現のために新学期という一歩を踏み出しました。新入生は，まだまだ分からないことばかりで戸惑

うこともあるかもしれませんが，級友や優しい先輩たちとともに楽しいスクールライフを送ってほし

いと願っています。

夢に向かってスタート★
～いよいよ新年度，授業が始まりました～

普通科２年Ｅ組
川島　綾音 さん

（郡山中出身）

　２年生に進級し，1年生の
ころよりしっかりしなければ

ならないことや，責任も増えてくると思います。
そのためには，自分自身のやるべきことをしっ
かり成し遂げ，良き見本となれるよう，努力し
ていきたいと思います。
　私も昨年度，入学した時は不安なことが多
かったです。1年生も不安なときはいつでも先
輩や先生方を頼ってください。

普通科２年Ｅ組
小原　海斗 君

（武岡中出身）

　２年生での目標は，1年
生の見本となるような生徒

になることです。そのためには，資格取得や
学力向上に取り組み，いろんなことに対して
積極的に行動できるようにしていきたいです。
　1年生も，はじめは不安なことが多いかも
しれませんが，何かわからないことがあった
ら気軽に声をかけてくれたらうれしいです。

１年生 ２年生 ３年生

入学式 在校生あいさつ
普３F　浦田太陽君

授業風景
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　新入生を迎えて新年度がいよいよスタートしました。ホテル観光科は全国ではじめて設置された学科で，

今年度は40周年の節目を迎えます。40年間変わることのない本科キャッチフレーズ「おもてなしの心と
素敵な笑顔」で，社会人としての資格，技術，知識を身に付け「接客のプロフェッショナル」を目指します。
　以下にホテル観光科でこれから目指す資格，校外実習や研修内容などを紹介します。

令和２年度がいよいよスタート
～おもてなしの心と素敵な笑顔で出発～

～ 16名の新入生を紹介します～

　令和２年度の１年生は，男子５名，女子11名，計16名の生徒たちが，夢と希望をもってホテル観光科に
入学してきました。
　活気あふれる鹿児島城西高等学校の生活に早く慣れ，様々な行事や，勉学に取り組み絆を深め，充実し
た学校生活を送ってほしいと思います。
　また，保護者の皆様，２年生，３年生の生徒たちとの連携もしっかり図りたいと思います。今年度もよ
ろしくお願いします。

ホテル観光科１年生　～よろしくお願いします～

ホテル観光科で取得を目指す資格
● 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）
● サービス接遇検定
● ビジネス実務マナー検定
● 秘書検定
● 日本語ワープロ検定
● 漢字検定
● 英語検定

最低１つ取得することを目指しましょう!!

ホテル観光科の校外実習や研修内容
●  ハワイ研修旅行（3年次）：校外実習で得た

奨学金を旅費に充て，姉妹校での交流，ア
クティビティ活動，ショッピングなどを実
施。

●  高等学校で全国唯一!! 国家資格３級レスト
ランサービス技能士資格取得承認校に認定。

●  校外ホテル実習：県内のホテルで夏季と春
季年２回実施。（３年間で200日）

●  東京研修旅行（２年次）：東京ディズニーリ
ゾートで「ディズニーアカデミー」の受講，

航空会社での航空教室の実施。
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調理科３年Ａ組
宮内　太久馬 君

（東市来中出身）

　３年生になり，総合調理
実習が始まりました。先生

方や生徒に料理を提供するにあたり，第一に
衛生面に気を配って料理を提供できるように
努めたいと思います。
　そのためには，３年生全員の心を一つにし，
食材の仕込み・段取り・提供時間を考えて一
人一人が「おいしい」と言ってもらえる料理を
食べてもらいたいという強い気持ちで協力し
て頑張りたいと思います。

調理科３年Ｂ組
前田　あいり さん

（川内北中出身）

　３年生になり総合調理実
習が始まります。1・２年生

の時とは違い，自分たち以外の人に料理を提
供するという責任のある実習に変わります。見
た目だけではなく，一人でも多くの人に美味し
い，また食べたいと思ってもらえるようにこれ
まで学んできた調理技術などを生かして頑張
ります。

　３年生に進級し，調理実習では，高度な技術や技法，珍しい食材・高価な食材等を使っての総合調

理実習がスタートしました。また，授業の中には総合調理実習があり，来校者や職員・在校生に向け

てお弁当やワンプレートランチを提供します。

　多くの人に自分たちが作った精一杯の料理を食べてもらうため，これから始まる総合調理実習に向

けて先生方から心得指導があり，３年生は真剣に話を聞いていました。

心をひとつに美味しい料理を…

刺身を引いて鯛のお造り

クレピネット（網脂）で豚肉を包みます
サーモンの

パートブリック包み

鯛の若竹蒸し
鯛の揚げ出し
鯛のお造り

豚ヒレのクレピネット
猟師風

ムール貝のスープ
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新入生の決意!!

ビジネス情報科1年
宮下　優衣 さん

（伊集院北中出身）

　高校生活は，中学校とは
異なり専門的なことを学ぶ

ことが多くなるので，毎日の授業に集中して取
り組み，積極的に資格を取得できるように頑
張りたいです。
　部活でも怠けたりせず，中学校で学んだこ
とを生かし，高校では中学校でできなかったこ
とに挑戦し，力をつけていきたいです。

ビジネス情報科1年
塩森　哉斗 君

（東谷山中出身）

　僕が高校生活で頑張りた
いことは，部活動と勉強の両

立です。部活動では，野球部に入部して３年間
頑張り，勉強では３年間成績を落とさないよう
に頑張りたいです。しかし，そのためには毎日
の予習や復習が大切だと思うので，３年間努力
をし続けたいと思います。

　新入生のみなさん，ご入学おめでとうございます。今年度も，希望あふれる生徒を迎えることができ，

嬉しく思います。一日一日を大切にして知識・技能を習得し，一人一人の将来の夢実現に向け頑張りましょ

う。そして３年間で10以上の資格取得を目指して一緒に取り組みましょう。“努力は裏切りません”

　以下に新入生の様子と入学の決意を紹介します。

緊張感ある入学式

桜の木の下で集合写真

初めてのホームルーム活動

専門教科の説明を受けました
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よろしくお願いします！

ファッションデザイン科1年
倉澤　翔大 君

（加世田中出身）

　私は，服に興味があり，服
のことをもっと学ぶために鹿

児島城西高等学校のファッションデザイン科に
入学しました。
　希望にあふれた高校生活がスタートしたので
みんなで協力し合い，支え合えるような３年間
にしたいです。これからよろしくお願いします。

ファッションデザイン科1年
辛島　紗羽 さん

（川内南中出身）

　私は，ファッション関係の
仕事に就きたいという夢へ

の第一歩として鹿児島城西高等学校のファッ
ションデザイン科に入学しました。自分の歩む
道の選択肢が増やせるように，３年間頑張っ
ていきたいです。親切で優しい先輩方，一生
懸命な先生方，これからよろしくお願いします。

　4月8日（水）に入学式が行われ，ファッションデザイン科にも新入生26名が仲間入りしました。これ
からファッションデザイン科の一員として，学校行事やイベントなど一緒に頑張っていきます。最初は
慣れないことも多いと思いますが，早く高校生活に慣れて，それぞれの夢の実現に向けて頑張ってほし
いと思います。２・３年生と学科職員で精一杯サポートしていきます。

希望にあふれた高校生活がスタートしました。
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　ご入学・ご進級おめでとうご

ざいます。

　今年は新型コロナウイルス感

染症の拡大の影響で異例ずくめ

の春となりました。

　３月には突然の休業措置，先日日本では初めて

の緊急事態宣言が出され，これまでの当たり前の

生活が突然一変しました。

　休業当初，学校も少年団も休みになった私の子

どもは「やったー」と喜んでいましたが，休業が

長引くにつれて「いつ学校始まるの？」「○○ちゃ

ん元気かな？」と友達や先生に会えない寂しさ，

体をおもいっきり動かすことができないことに不

安や戸惑いがあったようです。

　学校に行って勉強できること，友達と遊べるこ

と，スポーツができること等……当たり前の毎日

がどんなに大切な日々であるかということに改め

て気付いた人も多いのではないでしょうか。

　非常事態の今だからこそ，相手を思いやり，お

互いを支え合い，「一日一日を丁寧に大切に生き

ること」が大切だと思います。

　いつか「この年は大変だったね」と笑い話にな

るよう，コロナウイルス感染の一日も早い終息を

祈りたいと思います。

「一日一日を丁寧に大切に」� 福祉共生専攻科　山口　里美

エントリー 7.1(水)～8.21(金) 
面談実施日 7.25(土)  8.3(月) 
       8.29(土) 

 

・客 室 乗 務 員 
・グ ラ ン ド ス タ ッ フ 
・新 幹 線 パ ー サ ー 
・ホ テ ル ス タ ッ フ 
・受 付 

学校法人日章学園 

  

体験入学

AO 入試 

第 2 回 5.16(土) 
第 3 回 5.30(土) 
       個人面談も受付中︕ 

キャリア養成学科 ヘアーアート学科 
（1 年コース・2 年コース 女子各 20 名） （昼間２年課程 男子・女子４０名） 

・美 容 師 
・ブライダルヘアメイク 
      アーティスト
・ヘアメイクアーティスト 
・ネ イ リ ス ト 
・ア イ リ ス ト 



５・６月行事予定
日 曜日 行　　　　　　　事

５／３ （日） 憲法記念日
４ （月） みどりの日
５ （火） こどもの日
６ （水） 学園創立記念日，振替休日
７ （木） 後援会役員会16：00 ～，Ｃ日課４Ｈ
8 （金） 愛校デー・ワックス掛け（1～４番線），基礎学力診断テスト（進学・公務員コース

1H～４H）
11 （月） いじめ撲滅週間，語らいの週間（1～４番線），学習支援検査（1年），職業適性検査，

常識テスト（３年）　
12 （火） 語らいの週間（５～8番線），第1回英語小テスト
13 （水） 中間試験時間割発表，検尿1次，防災訓練（７H），寮生指導
14 （木） 検尿1次，生徒総会（５・６H），心電図脱漏
15 （金） 特別作業（６H），学習支援検査・職業適性検査・常識テスト（予備日）
16 （土） 後援会総会（9：30 ～）授業参観（生徒登校）なし，現場実習説明会（特支）
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
21 （木） 中間試験，検尿1次
22 （金） 中間試験，検尿1次
25 （月） 寮点検，語らいの週間（9～ 12番線），合同面接指導（６H），鹿児島キャンパス併設

校説明会（３年　３・４H）
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（18番・ＳＢ利用生徒以外）
29 （金） 第1回就職模擬試験（０Ｈ）

６／1 （月） 全校集会，通学時指導，歯科検診（午前）
２ （火） 第２回数学小テスト
３ （水） 容儀指導（７Ｈ）
５ （金） 内科検診
8 （月） 海外研修旅行パスポート申請説明会（２年　６Ｈ），各ＨＲ面接指導（３年　６Ｈ）
9 （火） 第２回英語小テスト
10 （水） 内科検診，併設校相談会
16 （火） 第３回全校書取
17 （水） 授業評価アンケート実施（７Ｈ），内科検診（予備日）
18 （木） 特別作業（６H）
19 （金） 進路ガイダンス（３年生　５・６Ｈ），事業所と学校の情報交換会（特支）５・６Ｈ，1・

２年生薬物乱用防止講演会（伊集院文化会館）５・６Ｈ
22 （月） 自動車学校説明会（３年　６Ｈ），インターンシップ事前指導（６Ｈ）
23 （火） 期末試験時間割発表，第３回数学小テスト
30 （火） 期末試験

※行事については変更もあり得ますので，その都度ご連絡します。




