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新型コロナウイルスが世界

で猛威を振るっている。

この原稿を書いている時点

でも，今後がどうなるか見通

しがつかない状況にある。

これは経済だけでなく，社会生活全般に深刻

なダメージが及んでいることも否めない。

生徒にとっては，目標にしていた全国高校総

合体育大会を始め，部活動の練習や各種検定が

なくなり，３年生にとっては，進路活動にも大

きく影響がでてくる可能性がある。

しかし，マイナスなことばかり考えていても

仕方がない。このような状況下は，世界中皆一

緒であり，急に環境が変わることはない。その

ような中で一人一人がどのように，物事を考え

て行動するかが大事になると思う。

今回の事態で，在宅勤務・テレワークが拡大

し，オンライン授業などパソコンやタブレット・

スマホを使用することが多くなっている。

パソコンを使用した授業を私もおこなってお

り，どの職業に就くにせよ，こういった機器を

使いこなすことができるようになることは非常

に重要と生徒には話してきたが，生徒はあらた

めて今後の授業への取組方に変化が見られるこ

とを願う。

人間の脳は，抽象的な可能性としてわかって

はいても，現実のものとして体験しないとなか

なか身体性の面で腑に落ちないものである。

生徒は今後，学校生活がどのようになってい

くかは不透明だが，時間を無駄に過ごしてほし

くはない。

時間がある今，自分を見つめ直したり，資格

取得に向けての勉強に充てたり，履歴書の練習

や進路先の情報収集・ユーチューブなどの動画

を活用して色んな勉強に充てる時間に使ってほ

しいと思う。

私も昨年度同様，３学年の担任となり生徒の

進路活動をどのようにしていくか保護者・生徒

同様不安ではある。

特に，エステ・メイク・ネイルを専門に扱う

業界は，お客様と直接触れ合うことが多く，今

の経済状況では，昨年度よりも求人は厳しくな

ることは予想される。

厳しい時代に直面している生徒に期待するこ

と。それは鹿児島城西高等学校卒業生がこの「逆

境を力に」逆に日本経済・世界経済を好転させ

る原動力となってほしいということ。

そのために，今のこの時間を有意義に使って

ほしいと心から願うし，私も「とことん面倒みる」

ということを念頭に行動していきたい。

逆境を力に

トータルエステティック科　科長　梶 原　寛 人
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・旗の準備（のぼり旗）
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　５月７日（木），令和2年度後援会役員会が，2019年度後援会役員及びHR理事ご出席のもと，本校視

聴覚室で開催されました。

　開会のことばの後，長田後援会会長・秋武校長のあいさつに次いで，協議に移り，2019年度の事業報

告と決算報告及び監査報告，令和2年度の事業計画と予算案が審議されました。また合わせて新役員改

選も行われ，滞りなく原案どおり承認され，終了いたしました。

　なお，今年度は，新型コロナウィルスのため，５月16日に計画されていた後援会総会も中止となり，

後援会総会資料･書類決議公文・HR懇談会資料は，後日保護者の皆様方に郵送する運びとなりました。

令和２年度 後援会役員会を開催

令和 2 年度新役員
会　長 長　田　康　秀 様

副会長
1年 田　中　憲　一 様
2年 上熊須　真由美 様
3年 迫　田　なるみ 様

監　事
1年 稲　田　のぞみ 様
2年 林　　　理　恵 様
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　本校では，学校全体で積極的に南日本新聞の『若い目』への投稿を行っております。生徒が今思うこ

とや伝えたいことなど様々な思いを投稿しています。今回は，2年生の染川陽乃さんの『大切な人を守

るために』が掲載されました。

　また，昨年度の掲載数は6回新聞に掲載されました。

　今年も是非，多くの生徒に投稿してもらいたいと思います。

若い目掲載紹介

◦匿名は受け付けません
◦二重投稿はご遠慮ください
◦添削することがあります
◦採否についてはお答えできません
◦添付ファイルによる投稿は採用しません
　（ファイルが読めない場合があります）
◦半角カタカナは使用できません
　（文字化けの可能性があります）

【記入必須事項】
郵便番号	
住　　所	 （例）鹿児島市○○町１丁目2－３
氏　　名	 必ず本名を記入してください
年　　齢	
職　　業	 主な経歴等も可
学校名・学年	 学生のみ
電話番号	 連絡のつきやすい番号を記入
Eメールアドレス	 持っている人のみ
タイトル	 （例）○○○を○○したい
	
【投稿先】
郵　送
　〒890-8603　鹿児島市与次郎１丁目９－３３
	 南日本新聞社ひろば係

『若い目』掲載の注意事項
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新型コロナウィルスの影響で本校も４月21日（火）から５月10日（日）まで休業となりました。感染予防の

ために日常生活においても様々な制約がある中で，生徒たちは家の手伝いをしたり日頃できない勉強に取

り組んだりと思い思いの休みを過ごしたようです。次に４名の生徒の休業中の過ごし方を紹介します。

私の休業中の過ごし方

調理科３年Ｂ組
眞邉　詢之介 君

（谷山中出身）

　私はボクシング部に入部
していて，毎年この時季は

強化練習や合宿などで疲れ切っていましたが，
学校が休業になり練習もないのには驚きまし
た。この病気がいかに恐ろしい病気かというこ
とを再認識させられました。休業中は，ロード
ワークを欠かさずに行い，勉強と両立させて
過ごしました。

普通科３年Ａ組
立石　陸渡 君

（伊敷中出身）

　私は，この休みの期間に
宿題に取り組むことはもち

ろんですが，資格取得の学習にも取り組みま
した。また，感染予防のために手洗いやうがい，
規則正しい生活を心掛けました。
　これからも感染予防に努めるとともに，授業
が遅れている分，家庭学習を充実させたいと
思います。

ヘアーデザイン科３年
高橋　ちひろ さん

（鷹巣中出身）

　私の家はじゃがいも農家
です。この休業中は，じゃ

がいも堀りや選別などの手伝いをしました。手
伝ってみると大変さがよく分かりました。他に
も，昼食作りや洗濯物を干したり畳んだりしま
した。普段は寮生活で家に居ることがないの
で，たくさん手伝いができて少しでも両親の
助けになれたので良かったと思います。

ファッションデザイン科３年
片野坂　桃子 さん

（帖佐中出身）

　私はこの休みの期間は
YouTubeや洋画を使って英

語の勉強をしました。たくさん休みがあるのに
外出して友達に会えないことが初めてだった
ので最初はとまどいましたが，この長い時間を
無駄にしないようにしたいと思いました。元の
生活に戻ったときに少しでも成長できていたら
いいと思います。
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空 手 道 部

　南九州大会で男女アベック優勝し，全国選抜大会出場を獲得しましたが，新型コロナウイルス感染拡

大のため，中止になりました。また，３年生にとっては高校生最後のインターハイも中止になり，本当

に悔しい思いです。日本一を目指し，これまで練習を積んできたものを次の進路や将来に向け，新しい
目標を定めて頑張っていきますので，応援よろしくお願いいたします。

信華～燃えろ鹿城西～

普通科３年Ａ組
寺師　幸多郎 君

（吉田南中出身）

　私たち空手道部は，３月
に出場する全国選抜大会が

中止となり，また，日本一になる最後のチャ
ンスのインターハイも中止となりました。し
かし，これまで学んだことや鍛えた精神力で，
次の目標に向かって頑張っていきたいと思い
ます。
　後輩たちには，中止になり３年生が出られ
なかった全国選抜大会・インターハイで日本
一を目指して頑張ってもらいたいです。

全九州大会 兼 全国選抜大会予選の様子

見事な左上段蹴り

◀　皆で力を合わせて勝ちとった優勝旗

男子団体戦を制覇 女子団体戦を制覇
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　駅伝部は，１年生6名，2年生９名，３年生９名の計24名で活動しています。学校内での練習はもちろん，

伊集院総合運動公園陸上競技場や吹上のクロスカントリーコース，県高校駅伝競走大会のコースである

指宿に定期的に試走に行くなど，常に試合を意識した練習に取り組んでいます。

　チームの年間の最大目標は，11月に指宿市で開催される県高校駅伝競走大会で優勝し，12月に京都市

で開催される全国高校駅伝競走大会（都大路）で入賞することです。平成30年度に県大会で優勝し，全

国大会に初出場することができました。県大会の前哨戦となる今年2月の県高校新人駅伝競走大会では

2年ぶりに優勝し，2年ぶりの全国大会出場に向けて，チームの自信になりました。

　今年度は，新型コロナウイルス感染の影響で，各種記録会やインターハイが中止となり残念ではあり

ますが，全国大会入賞という目標に向けて，部員全員の心を一つに今後も練習に取り組んでいきます。

駅　伝　部
全国高校駅伝大会入賞を目指して

ゴールテープを切る須山君 優勝旗と一緒に集合写真

～今年２月の県新人駅伝競走大会の様子～

進学体育科３年B組
松木　聖直 君

（東市来中出身）

　私たち駅伝部は選手20名，

マネージャー４名で活動し
ています。
　一昨年，県高校駅伝大会で初優勝し，全国
大会に初出場することができました。今年の
県大会で２年ぶりの優勝に向けて部員全員で
頑張っています。
　駅伝部のOBの方々も箱根駅伝などで活躍
している方が多いです。私たちも先輩方に負
けないような活躍ができるように，これからも
日々の練習に取り組んでいきます。

トータルエステティック科２年
窪田　萌希 さん
（長野県佐久市立浅間中出身）

　私たちマネージャーは２年
生４名でチームのマネジメント

をしています。
　タイム計測を中心にたくさんの仕事があります
が，第一に選手が練習しやすい環境を作るのを心
がけています。
　大変なこともありますが，選手が良い結果を残
してくれたときや「ありがとう」と言われたときは
とても嬉しく，マネージャーのやりがいを感じます。
　これからも駅伝部のマネージャーとしての自覚
と誇りをもち，選手と共に頑張っていきます。
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今回はビクトリー寮で生活をしている野球部・サッカー部・駅伝部の３名の３年生に，新型コロナウ

イルスの影響による休業期間中の生活についてのコメントを紹介します。

～ビクトリー寮～

進学体育科３年Ａ組
安達　康陽 君
（佐世保市立大野中出身）

　入寮してから２年が経ちま
した。今では中学生まで両

親がしてくれていた身の回りのことを自分で考
えて行うようになり両親の大変さが分かるよう
になりました。現在は新型コロナウイルスの影
響のため色々なことが自粛制限されていますが，
寮生活を共にする仲間と支え合いながら充実し
た日々を過ごすことができています。部活動は
自主練習のみとなっていますが，このような状
況の中でも活動させてもらえることに感謝して
います。

進学体育科３年B組
豊里　力生 君
（名護市立大宮中出身）

　今，世の中は新型コロナウ
イルスの影響により大変な時

となっています。私たちビクトリー寮生は，マ
スクの着用，手洗いうがいの徹底，不要不急の
外出を控えるようにしています。
　健康維持のために限られた時間ですが，体を
動かして部活動の通常再開に向けて一人一人
が目標を持って頑張っています。
　学習にも各自で課題等をしっかりと取り組ん
でいます。

進学体育科３年Ｂ組
亘　遼馬 君

（城ヶ丘中出身）

　私は駅伝部の寮長をさせ
てもらっています。野球部，

サッカー部のみんなと楽しく生活をしていま
す。今は新型コロナウイルスによる緊急事態
宣言が出されているため寮で過ごすことが多
くなっていますが，駅伝部では各自が目標を設
定して勉強と自主練習に取り組んでいます。
　みなさんも今できることに取り組んで，1日
でも早い新型コロナウイルスの終息を願って
頑張っていきましょう。

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／マンションサンライズ寮

寮の玄関でのあいさつ

洗濯は順番を守って！

真剣な学習時間
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

～コロナウイルス対策～

　こんにちは。生徒会からの報告です。今現在，コロナウイルスが世界的に大流行し，深刻な社会問題

になっています。これに伴い，経済面をはじめ，様々な方面，分野の活動に大きな影響を与えています。

　「学校教育活動」もその内の一つです。全国では学校の休業が長期化し，「学びを止めるな」をテーマ

にオンライン授業が実施されるなど，教育の形態が変化しつつあります。最近では，俳優の伊勢谷友介

さんが，クラウドファンディングでネット環境やオンライン授業の環境を提供するプロジェクトを発足

させたのは有名です。

　その中で，感染者が少ない鹿児島県では学校再開の動きが活発化し，今現在多くの学校が再開してい

ます。同じくしてこのような状況のなかでも，学校に来て安心して学べる機会を得られるように，鹿児

島城西高等学校では様々なコロナウイルス対策を実施しています。

　具体的には，職員・生徒のマスク着用の徹底，各教室に消毒液を設置する，人数の多い学級の授業で

は教室を替え，換気の良い場所へ移動して実施したりするなど，学校内の対策を実施しています。また，

スクールバスなどでの移動の際は一人分の席の間隔を空ける，窓を開けるなどのできる限りでの対策を

講じています。

　「いつもの学校生活」をいち早く送れるようにするためには，職員，生徒一人一人の高い意識と信念

が求められます。また，連絡・相談・報告といった協力体制が求められます。今こそ団結の時です。心

を一つに乗り越えましょう！
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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，基礎学力定着を目的に，漢字（全校書取）・数学・英語の小テストを朝の10分間を活用し，

全生徒を対象に実施しております。

　全校書取は，日本漢字能力検定の３級から準2級程度の問題を年間を通して実施し，各学期・年間の

優秀者には表彰も行い，資格取得推進にも役立っています。

　４月14日（火）には今年度初めての全校書取を実施しました。今回のテストでは，受験者1123名中

167名の生徒が100点の素晴らしい結果でした。

　以下に各学年の上位３クラスを発表いたします。次の小テストに向けて，各ＨＲで切磋琢磨し，上位

を目指して勉学に励みましょう。

「第１回 全校書取（漢字小テスト）」を実施

〈第１回 全校書取りの結果〉
学　年 学年順位 クラス 平均点 全校順位

１学年 第１位 進学体育科１年Ａ組 ８１．１点 第８位

第2位 ビジネス情報科１年 ８０．８点 第９位

第３位 調理科１年Ａ組 ７6．９点 第14位

2学年 第１位 進学体育科2年Ｂ組 ９０．6点 第１位

第2位 普通科2年Ａ組
進学・公務員コース，アプリケーションコース

８３．１点 第6位

第３位 ビジネス情報科2年 ７４．８点 第17位

３学年 第１位 調理科３年Ａ組 ８７．８点 第2位

第2位 普通科３年Ｆ組
ドリームコース

８７．５点 第３位

第３位 普通科３年Ａ組
進学・公務員コース，アプリケーションコース

８７．０点 第４位
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　１　自他の生命を守る

　学校は生徒にとって安全であるべきところであり危機管理を第一主義とするのは当然ですが、一番
大切なことは、あらゆる授業・特別活動・各種行事を通して生徒個々に「危険予知能力及び回避能力」
を身に付けさせることだと思います。自他の生命を守る知識・技能・態度を身に付けさせることが安
全教育に大切だと考えます。

　２　あいさつの習慣

　いつでも・どこでも・だれにでも　ＴＰＯを考えた音量で，適切な言葉遣い及びあいさつができる
生徒の育成を目指します。あいさつは生活における基本的なものであり，どの社会においても不可欠
なものです。状況に応じたあいさつができる人になってほしいです。

　３　端正な容儀

　「毎月1回，容儀指導の充実・ネームの着用・集会時での指導」
　人と接するとき，第一印象は大切です。服装が乱れていたり，髪が伸びていたりしては，相手に良
い印象は与えることはできません。自宅を出るときから，高校生としてふさわしい端正な容儀に努め
ましょう。

　４　ルールの遵守

　今年のスローガンの「心を一つに」はお互いを思いやることで生まれる力です。お互いが心を一つ
に生活するためには「ルール」が存在します。本校生としてルールを遵守することは自らの「自己管
理能力」を伸ばす場となります。自分さえ良ければという身勝手な考えを抑え，相手の立場を思いや
れる人になってほしいです。

　５　地域から愛される学校

　「地域に愛される行動・常識ある行動・思いやりのある行動」
　本校に通う皆さんの行動一つ一つが，鹿児島城西高等学校の評価につながっています。本校生とし
てふさわしい態度はどうすれば良いか，行動に移す前に今一度考えてみましょう。また，コロナウイ
ルスがいつ終息するのか定かではありません。自分の生命も，周りの人たちの生命も守るために，高
校生として何ができるのか，「自己管理能力」を発動させましょう。

　やってはいけないこと，やらなければならないことなど，その場の状況判断や行動をとることのでき
る態度が，危機管理で今一番求められるものではないでしょうか。これらのことを実践することが充実
した高校生活を過ごす第一歩になると思います。

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

　本校に赴任して，2か月が過ぎました。この間，建学の精神の一つである「道義に徹した」生徒像と

はどのようなものなのか，私なりに考えてみました。そのことについてまとめたことを書いてみます。

そうすることが今後の自分の教育活動の指針になると考えるからです。
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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 ～

令和2年度４月に３年生の進路希望調査を実施しました。進学希望者が39％で，就職希望者が59.5％と
いう結果でした。就職に関しては県内希望が26％，県外希望が23.6％と県外より県内の希望が上回りました。
産業別に見ると宿泊・飲食・サービス業が多いでした。進学に関しては専門学校の希望が56.2％で医療・
美容関係が多いです。今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響でオンラインによる説明会等が増える傾
向にあります。しっかり計画を立てて情報収集をしましょう。

進路状況報告

令和３年３月卒業予定進路希望状況

在籍数
（人）

進学希望者数
（人）

就職希望者数
（人）

就職希望者数(再掲) 未定
その他
（人）県内（人） 県外（人） 未定(人）

３年全体数に対する％ 39.0 59.5 26.0 23.6 23.6 1.5

内　訳 
 ＜就職希望者＞

◎ルート別
学校紹介 一般 自己・縁故 家業 公務員 未定

就職希望者に対して％ 48.8 21.6 6.0 0.8 3.2 0.8

◎地域別
県内 九州 	関西 中京 関東 その他

就職希望者に対して％ 43.6 16.4 7.6 0.0 14.4 1.2

◎産業別
農・林・漁業 建設業 製造業 電	ガ	水道 情報通信業 運輸業 卸・小売業 金融・保険業

就職希望者に対して％ 0.4 1.2 12.4 0.8 0.4 0.4 5.2 0.8

不・物賃貸業 宿・飲食業 サービス業 医療・福祉 	公務 その他 未定

就職希望者に対して％ 0.0 27.5 20.8 5.6 4.4 5.6 25.2

＜進学希望者＞

◎種類別
大　学 短　大	 各種専門

進学希望者に対する％ 37.2 6.1 56.2

◎各種専門学校
簿記 医療 福祉 栄養 	調理 ﾃ ｻ゙ ｲ゙ﾝ 情報処理 理容 美容

進学希望者に対する％ 4.3 17.4 1.1 1.1 2.2 5.4 3.2 1.1 16.1

製菓 音楽・芸能 動物 公務員 洋裁・和裁 自動車整備 スポーツ 保育 ホテル

進学希望者に対する％ 2.2 8.6 4.3 3.2 3.2 1.1 1.1 1.1 1.1

専攻科 その他 未定

進学希望者に対する％ 9.7 12.9 8.6

厚生労働省の就業情報提供サイト（日本版O-NET）が
３月にスタートしました！

　以下のことができます。ご活用ください。
　◦職業検索　（様々な職業を知ることができる）
　◦キャリア分析　（あなたの能力をデータで分析）
　◦人材採用支援　（人材採用の判断基準が分かる）
　◦人材活用シュミレーション　（計画的な教育訓練に役立つ）
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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～

今年度の一日体験入学は，８月５日（水）～８月７日（金）（鹿児島市・日置市・いちき串木野市の中学校）
と８月25日（火）～８月27日（木）（鹿児島市・日置市・いちき串木野市以外の中学校）に実施されます。
本校に興味を持った中学生の皆さんに，各学科・コースの特色ある授業内容を体験してもらうための
もので，例年，県内外から多くの生徒が参加しています。
今年度の実施内容は以下のとおりです。

今年も一日体験入学を行います！

令和２年度　第１回　一日体験入学の内容

実施学科 講習内容 募集人員
(1日当り) 持参品

ヘアーデザイン科

「美容師の仕事体験！」～目指せ！カリスマ美容師～
　○パーマを巻いてみる(ワインディング体験)　※女子のみ
　○ヘアーカット体験　　　　　　　　　　　	※男子のみ
　○ヘアーアレンジ体験　　　　　　　　　　	※男女

60名 生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

トータルエステティック科

「現役のプロから学ぶ美の技術」～目指せ！美のスペシャリスト！～
　○フットケアとフェイシャルエステ……短期間で美しくなる技術
　○ネイル・ボディジュエリー体験……世界で一つのネイルチップを作ろう
　○メイク体験……夏に使えるワンポイントメイク

60名 生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

部活動
（進学体育科）

「基礎トレーニングと実技」　(野球部は29日も実施)
　※以下の部活動は，男女とも可
　　	サッカー，バレーボール，ボクシング，剣道，空手道，バスケットボール，陸上，
弓道,チアリーディング，吹奏楽

　※野球，駅伝は，男子のみ可
　※卓球は，女子のみ可

各40名
程度

生徒手帳又は身分証明書
筆記用具，上履き

各競技の用具シューズ等

普
　
　
通
　
　
科

アプリケーションコース

「見つけよう！自分の夢！」～スクラッチを使って，ゲームプログラミングに挑戦～
　○	スクラッチ(簡単にプログラミングができるソフト)を使ってオリジナルのゲーム
を作成

　○楽しくゲーム作りを学び，ゲームの仕組みを知ろう！

20名 生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

パティシエコース

「オリジナルスイーツを作ろう！」
○8/5,26　夏にぴったりのひんやりおいしムース

60名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き
エプロン(必要な方)

※材料費300円(当日徴収)
○8/6,27　プロが教える本格ピザ

○8/7,25　カスタマイズで自分だけのどら焼き

芸術文化コース

「エンターテイナーへの第一歩」～プロに学ぶファーストステップ～
　○8/5,25　Hip	Hopダンス	(リズムに乗って楽しく踊ろう) 25名 生徒手帳または身分証明書

筆記用具，体育服，タオル
飲料水，体育館シューズ

　○8/6,26　Hip	Hopダンス	(ステップを覚えてクールに踊ろう)

　○8/7,27　ボイストレーニング
　　　　　　　(ゴスペルを通して正しい発声法を身に付けよう) 30名

進学・公務員コース

高校入試突破～Let's	Enjoy	Special	Lesson～
　○8/5,25　公務員試験にチャレンジしてみよう!!
　　　　　　公務員になった卒業生の体験談 25名 生徒手帳または身分証明書

筆記用具，上履き　○8/6,26　高校入試に向けて英・数のスペシャルレッスン

　○8/7,27　高校入試に向けて英・数のスペシャルレッスン

共生コース
「うちわ作り＆レクリエーションをしよう」
　○世界に１つだけのうちわを作ろう
　○レクリエーションで仲間づくりをしよう

20名
生徒手帳または身分証明書
筆記用具，体育服，タオル
体育館シューズ，飲料水

ドリームコース

「新しい自分を発見しよう！」
　○テーブルマジック体験
　○夢を実現した卒業生の体験談
　※8/5,25のみ実施

20名 生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

社会福祉科
「か・い・な・ろ」～介護福祉士になろう!!～
　○介護福祉士イメージアップ動画ＶＲ(認知症)体験
　○介護を体験してみよう!!(車いす・食事etc.)

20名 生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

実施学科 講習内容 募集人員
(1日当り) 持参品

ホテル観光科
「"超一流"ホテルのおもてなし体験」～プチ洋食コースの試食を交えて～
　○"プチ洋食コース"の試食とサービス・テーブルマナー体験
　○東京研修旅行＆ハワイ研修旅行(旅費無料)の説明

40名 生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

調　　理　　科

「作ってみよう！おいしいカフェご飯」
　○8/5,25　「濃厚クリーミー!!　カルボナーラ」

80名
生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き
エプロン(必要な方)　○8/6,26　「お肉がジューシー!!　ＢＬＴバーガー」

　○8/7,27　「ふわふわ絶品!!　オムライス」

ビジネス情報科
「パソコンでオリジナルのポストカードを作ろう」～バルーンアートも体験～
　○フォトファニアを使って，簡単に自分だけのポストカードをデザイン
　○簡単なバルーンアートも体験

30名 生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

ファッションデザイン科

「楽しくハンドメイド」～オリジナル作品を作ろう～
　○8/5,25　ＵＶレジンでアクセサリーチャーム制作 40名 生徒手帳または身分証明書

筆記用具，上履き　○8/6,26　ファッション雑誌を切って貼ってコラージュボードを制作

　○8/7,27　ミシンを使って和柄の巾着ポーチを制作 20名
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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 ～

自立のための指令№１「1000円で自分とチームを救え!!」

福祉共生専攻科の教育課程の中に「自立体験学習」という単元が週３時間あります。

本科目は，自立した日常生活や就労のために，よりよい対人関係を築くための会話技術を習得し，ま

た，公共交通機関や公共施設などの様々な社会資源を実際に活用させる体験を通じた支援活動を通じて，

社会生活力を身に付けさせることを目的にしております。

去る４月14日（火）標記指令を受け，生徒たちは４～５人のグループを作り，自分の欲しい物や各自

の予算を相談してから，徒歩でニシムタ伊集院店に向かいました。

40分ほどの買い物でしたが，着いてすぐに買い物を終わらせ，店内をゆっくり見て回るグループ，

時間ぎりぎりまでじっくり品物を見定めてから購入しているグループ，リーダーに持たせた携帯で一つ

一つ丁寧に計算してより1000円に近い金額で購入しているグループ，また，中には1000円をオーバー

してレジでどうしたらよいか慌てているグループなど生徒たちの様子は様々でした。

今年度，初めての自立体験学習でしたが，生徒たちにとって大変有意義な貴重な時間になったことと

思います。

今後も日常により近い様々な実体験を通して，生徒たちの今後の自立に向け取り組んでまいりたいと

思っております。

商品をしっかり選定

皆で協力しました

買い物を終えて一安心

店員さんからのアドバイス
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休業中も頑張りました！

ヘアーデザイン科３年
久保　勇斗 君

（串木野西中出身）

　私は休業期間中に美容師
国家試験に向けて，実技課題

であるワインディングとオールウェーブセッティ
ングの練習をしました。
　基礎の徹底や苦手な部分の反復練習，スピー
ド強化に心がけて，自分で目標を立てて取り組
みました。
　私の目標は美容師国家試験に一発合格するこ
とと，お世話になっている両親の髪を切って喜
んでもらうことなので，今後も気を抜くことなく
頑張っていきたいと思います。

ヘアーデザイン科1年
篠宮　豊河 君

（国分中出身）

　私はこの休業中初めての美
容の授業で習ったばかりのブ

ロッキングという技術の練習を頑張りました。
　最初は輪ゴムの留め方も上手くできず，髪の
毛がなかなかまとまらなかったのですが，うまく
まとめられるようになると，毎日２回くらいずつ
タイムを計りながら，タイムが早くなるように心
がけて取り組みました。きれいさもキープできる
ように気を付けました。
　今後はまずはブロッキングを５分以内にできる
ように頑張りたいと思います。

１年生が入学し，2・３年生も新学期からまた頑張ろうと動き始めていた４月20日，世界中で猛威
を振るい日本でも感染者が増えてきた新型コロナウイルスの感染拡大防止のため緊急事態宣言が発表
され，急遽休業が決まりました。
まだ学校にも慣れない，友人関係も築けていない１年生にとっては，本当に残念な休業だったと思

いますが，休業直前に習っていたブロッキングというワインディング技術の中でも重要な技術を毎日
自宅で頑張っていたようです。
また，１年生だけでなく，どの学年の生徒も自宅学習に励み，実技の練習をした生徒の中には，自
分の作品の画像をLINEで担任に送ってアドバイスを求めたり，アドバイスを受けて改善した作品をま
た見せてくれたりする生徒もいました。こんな状況でも自分のできることに精一杯意欲を持って取り
組もうとする姿に勇気付けられました。
新型コロナウイルス感染症はいつ収束するか分かりませんが，どんな状況でも努力し続け，自分の

夢に向かって頑張ってほしいと思います。

休業中もブロッキングの練習を頑張りました！（生徒の作品の一部）
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夢を叶えよう！
～挨拶・笑顔・返事・感謝～

トータルエステティック科３年
八久保　陽 さん

（山田中出身）

　新入生のみなさん，ご入
学おめでとうございます。こ

れからエステ実習が始まり，大変なこともある
と思いますが，夢を叶えるために頑張ってくだ
さい。
　そして，トータルエステティック科全員で，
認定エステティシャンの資格取得，全員合格
を目指して頑張っていきましょう！
…私もみなさんのお手本となれるよう，夢実現
へ向けて精一杯頑張ります。

トータルエステティック科３年
神薗　珠瑠 さん

（川辺中出身）

　新入生のみなさん，ご入
学おめでとうございます。

私は，ネイリストという夢の実現へ向けて，日々
頑張っています。これから，エステ・メイク・
ネイルの専門教科を学び，大変なこと，楽し
いこと，沢山あると思いますが，一人一人がそ
れぞれの夢に向かって，みなさんで助け合い
ながら頑張ってください。そして，私たちと一
緒に充実した学校生活を送っていきましょう。

トータルエステティック科1年　担任
池田　大史 先生

　今年度，トータルエステティック科
1年の担任になりました池田です。初
めてトータルエステティック科の担任

を任せていただきました。とても活気があり，毎日笑顔
の絶えないＨＲで私自身元気をもらいながらも生徒たち
に負けぬようこの1年間生徒たちと一緒に成長し，楽し
みながら一生懸命生徒たちのために頑張りたいと思いま
すのでよろしくお願いします。

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

将来美容のプロ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。

34名の１年生が仲間入りし，85名となったトータルエステティック科の生徒たちが，これまで以

上に活気にあふれ，いきいきとした学校生活を送ってくれることを願っています。

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。夢実現へ向けて努力し，感動の多い1年にしましょう！

今回は，新たに大きな夢と希望を持って入学してくれた１年生に３年生からメッセージを送っても

らいたいと思います。

１年生の教室
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社会福祉科生として今思うこと

社会福祉科３年
若林　亮冴 君

（福平中出身）
　題「新型コロナウイルスの現状」
　今，新型コロナウイルスが
世界的に流行しており，日常

生活において一人一人の注意が必要です。感染
者や感染による死者が増加しないよう，現在医
療現場は必死に頑張ってくれています。ＰＣＲ
検査にしても検査者数の伸びが思った以上に増
えなかったり，検査に時間を要したり十分とは
いえません。国は国民一人一人に10万円の支給
を決定しましたが，手元に届くまで時間がかか
ります。飲食業等事業における死活問題も心配
です。とにかく一日も早く終息することを願い
ます。そのためにも，自分に何ができるのか考え，
冷静な判断と行動を取っていきたいです。

社会福祉科２年
新村　清乃 さん

（東市来中出身）
　題「福祉について」
　中学生の時，障害のある友達
Ｒさんがいました。Ｒさんは，出

生時に左腕の肘から下を切断することになったそうで
す。それでも私は，Ｒさんのことをかわいそうとか一
度も思ったことがありません。なぜなら，Ｒさんにはい
いところがたくさんあるからです。Ｒさんは性格が明る
くて優しく，一緒に居て楽しくさせる魅力があります。
そのため，友達も多く，本当に私の自慢の友達です。
　また，私が一番すごいと思うのは，障害のない人と
変わらない生活をしていることです。もちろん見えな
い努力をしてるはずですし，困難なことは自然に「手
伝って」と主張します。「障害はその人の個性だ」と私
は思います。でも，私が同じ境遇ならどうだろうと考
えます。Ｒさんはこれから苦労することがあるかも知
れません。その時は少しでも力になれるよう，そしてずっ
と仲良くいられたらと思います。

社会福祉科1年
岩元　天泉 さん　　（武岡中出身）
　題「私の体験談」
　中学２年生の職場体験でデイサービスセンターへ行きました。福祉の基礎やノウハウのない私は，
不安のなか初日を迎えましたがどうにか馴染むことができました。ある時，女性の利用者から「これ
をこっちに動かして」と頼まれ，言われるがまま動かすと「違う，あんたになんか頼むんじゃなかった」

と罵倒されました。とっさに謝り，近くの職員に事情を説明し代わってもらいました。その職員から「気にしなくていい，私
たちにも怒ったりするから」と，励ましてくれました。その場では落ち着いて対応したつもりでしたが，本心はとても後悔し
ました。自分が一人前になったつもりでいたために，利用者に嫌な思いをさせ，職員に気を遣わせてしまったと感じました。
　また，ある時，職員から認知症の利用者の見守りを頼まれました。当時の私は認知症への偏見があり，一つ一つの動きに
敏感になっていました。結果的にその利用者は何事もなく一緒に軽作業をこなし，勝手な動きも見られませんでした。その
時は気が張っていて疲労感を覚えましたが，今思うと，それくらい神経を研ぎ澄ますことが当たり前のことだと思いました。
　あの時の経験があったからこそ，介護の現場や利用者への印象も変わり，介護の仕事を目指すきっかけとなりました。

今般の新型コロナウイルスの影響の一つに，介護現場の崩壊等，望まない現実が身近になりつつあ

ります。医療現場同様，介護現場でも最前線で利用者のために最善を尽くしている今，専門職を目指

す生徒が思うこと，感じていることを作文にしましたので，その一部を紹介します。
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　新学年が本格的にスタートして１か月が経とうとしています。世界中で猛威を振るうコロナウィル

スにより，進学体育科生が目標としていた各種大会に大きな影響が出ていますが，３年生は進路決定

に向けた取組も大切な時期となってきました。

進路決定に向けて

進学体育科３年Ａ組
岩　小鈴 さん

（鴨池中出身）

　私は，幼い頃から憧れて
いた教職の道に進むために，

教員免許を取得できる大学への進学を目指し
ています。休業中は自主練習に励みながら，
大学の資料を取り寄せたり，気になる大学に
進学された先輩方や家族に電話やメールで相
談するなどしていました。希望する大学に進
学し，私がこれまで出会ってきた先生方のよ
うに生徒に親身になれる教師になりたいと思
います。

進学体育科３年Ｂ組
砂川　侑弥 君
（那覇市立安岡中出身）

　私は将来パイロットにな
りたいと考えています。幼

い頃から航空関係に興味があり，これまでも
パイロットになるための方法など情報を集め
たり英語の学習には特に力を入れてきまし
た。将来は世界で活躍できるパイロットにな
るために，海外の大学進学も視野に入れてい
ます。夢を叶えられるよう，これからも目標
を持って頑張っていきたいと思います。

進学体育科３年Ｂ組
本　羅唯 君

（与論中出身）

　私は消防士を目指すため
に公務員の専門学校に進学

を考えています。高校入学時には漠然として
いた目標が２年生になると，周囲の人の安全
を守り人助けができる仕事に就きたいとはっ
きりしてきました。今はまだサッカーと両立
しながら消防士に合格する自信はなく，高校
でサッカーをやり切って専門学校で次の目標
である消防士を目指していきたいと思いま
す。目標を見失わないよう頑張ります。

進学体育科3年Ａ組
中田　紫音 君

（朝日中出身）

　私は，関東にある立教大
学への進学を考えています。

進学のために，苦手教科である国語と社会に
力を入れて勉強しているところです。立教大
学では，小さい頃テレビ観戦して憧れた箱根
駅伝に出走し活躍できる選手を目指します。
　世界が大変な時だからこそ，いま自分にで
きることは何かを考えながら，目の前の目標
が達成できるように頑張っていきたいと思い
ます。
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　普通科アプリケーションコースも新型コロナウイルス感染拡大防止のため4月21日（火）から2度目

の臨時休業となりました。休業期間中は，生徒一人一人が自宅にて学習や研究に励んでくれ，それぞ

れが，目標を持って日々を過ごしてくれたようです。アプリケーションコースでも心を一つにして，

生徒たちが夢や目標を達成できる年になるよう，精一杯応援していきます。生徒の前向きな取組を紹

介します。

アプリケーションコース

それぞれが頑張っています！

アプリケーションコース３年Ａ組
向井　光流 さん

（緑丘中出身）

　高校最後の年にこのような
状況となり，不安もたくさん

ありますが，臨時休業期間は，目標を持って学
習に励み，充実した日々が送れるように取り組
みました。授業が始まり，資格取得に向けて対
策が始まると，ITパスポート（国家資格）の合
格も目指したいと思います。
　部活動で培ってきた，諦めない精神で，この
苦難を立派に乗り越えて，必ず夢を達成させた
いです。

アプリケーションコース1年Ａ組
栗山　蓮 君

（宮之城中出身）

　僕は，休業が明けて授業が
再開したら休業で休んでいた

分を取り返すために毎日しっかり授業に集中し，

課題に取り組んで行きたいと思います。これま
でコロナウイルス感染防止のため臨時休業が続
きました。今までより勉強が遅れている状況で
学ぶこともたくさんあり，大変だと思いますが途
中で挫折しないように頑張ります。また，友達
と楽しく過ごせるようにしていきたいです。

アプリケーションコース２年Ａ組
東　龍弥 君

（吉田南中出身）

　私が臨時休業中に取り組
んだことは，読書です。私

には，相手と話をする際に語彙力が足りないと
感じています。自分が知らない事柄や世界を
知ることで，考え方や語彙力を身に付けられ
ると思い，読書を続けてきました。こんな状況
だからこそ，多くの人の意見や考え方を知るこ
とができるので，知識だけでなく，様々なこと
を感じることで自分自身の成長にも繋がってい
ると感じます。これからも今できることを精一
杯取り組んでいきたいです。

臨時休業期間の実習室
生徒たちの笑顔が戻ってくるのを待っています。
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　先日ホテル観光科１年生の実習服が届きました。入学後，初めての実習服に生徒たちは目を輝かせ，

嬉しそうに袖を通していました。

１年生の実習服が届きました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で出発～

実習先ホテルへ励ましの寄せ書きを贈りました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で励ましのメッセージ～

ホテル観光科1年
原　光里 さん　　（東谷山中出身）
　先日，楽しみにしていた実習服が届きました。
　実際に着ることにより，ホテルスタッフに一歩近付けた気がし，とても嬉しかっ
たです。

　これから３年間，この実習服で校外ホテル実習などに臨みますが，16人全員で心を一つにし，笑
顔で夢に向かって頑張っていきたいです。

　新型コロナウイルス感染症予防対策による，緊急事態宣言を受け，休業など自粛対応をしている鹿児
島県内の実習先ホテル（19か所）へ，実習の受け入れに対する感謝のことばと，励ましのメッセージを寄
せ書きにし，各ホテルへ贈りました。
　ホテル関係者の中には，生徒たちの心のこもったメッセージを読み，感動で涙を浮かべ喜ぶ方もあり
ました。
　ホテルや観光業界が一刻も早く，元の状況へ復旧できますことを，ホテル観光科一同願っています。
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調理科1年Ｂ組
新村　隼翔 君

（松元中出身）

　私は今回，包丁入魂式で
調理科42期生の代表として

「誓いのことば」を述べました。
　これから調理実習をする上で感謝の気持ちを
忘れずに，調理技術の向上と衛生観念を身に
付けられるよう調理に取り組みたいと思います。
　また，クラスメイトとのコミュニケ－ションを
大切にしながら，心を一つにして最後まで頑張
りたいです。

　調理科１年生の実習中の安全と調理技術の向上を祈願する，令和2年度包丁入魂式を５月11日（月）

に德重神社の神職をお招きして実施しました。

　今年度は，新型コロナウィルス感染拡大防止の関係で，校長・教頭及び調理科職員と代表生徒のみ

の参加となりましたが，特設会場に設置された生徒たちの包丁セットを前に職員も気持を新たに身が

引き締まる思いになりました。

　例年とは異なる形ではありましたが，実施されたことに感謝してこれから調理実習に取り組みたい

と思います。

調理技術の向上と実習の安全を願って…

玉串奉奠代表の伊集院　心愛さん

誓いのことばを述べる新村　隼翔君

校長の祭文

包丁渡し式で担任から包丁を受け取る大西　憲斗君
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目標を持って，取り組もう！
　ビジネス情報科では卒業後即戦力となる人材の育成を目指し，多くの資格取得に挑戦しています。今

年度はコロナウイルスの感染拡大防止のため，臨時休業が続いたこともあり，専門教科の授業も十分に

は受けられていませんが，今後の授業や放課後等の活用，自宅学習の徹底を通して，検定対策を行いた

いと思います。

　下記に今学期の検定を紹介します。各自，目標を定め，検定合格に向けて取り組みましょう。

臨時休業中に自宅学習に取り組む寮生

　目標は３年間で10以上の資格を取得することです。上記

の検定以外にも，全校生徒が受験することのできる検定も

あります。英語検定や漢字検定，秘書検定など入学試験や

入社試験に役立つ検定も多くあります。積極的に挑戦しま

しょう。また，今年度は検定日が変更になることも予想さ

れます。関係のある資料をしっかり読み，申し込み締め切

りや検定日は自分で確認するようにしましょう。

【ビジネス情報科で取得を目指す資格（１学期）】
検定名 検定日 検定料金 受験学年

１ 全商簿記検定 6月2８日（日） 各級：1,300円 2・３年

２ 全商ビジネス文書実務検定 ７月　５日（日）

４級：　700円
３級：　900円
2級：1,100円
１級：1,200円
速度：　800円

2・３年

３ 全商ビジネスコミュニケーション検定 ７月１2日（日） 1,300円 全学年

４ 全経電卓検定 ７月１８日（土）

４級：1,200円
３級：1,500円
2級：1,800円
１級：2,000円
段位：3,000円

2・３年
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ハンドメイドは楽しい!
～専門教科のスタートを前に!～

ファッションデザイン科３年
大平　梨里花 さん

（串木野中出身）

　ファションデザイン科３年
の私たちは，最近のマスク不

足解消の一つとして，実習の時間にマスクを作
りました。余り布を利用して，それぞれ思い思
いにマスク制作に挑戦しました。そして素敵な
オリジナルマスクができあがりました。自宅学
習中もマスクを作り，家族や友人にプレゼント
して喜ばれました。

ファッションデザイン科２年
宮﨑　奏羽 さん

（牧園中出身）

　２・３年生で校内のトイ
レットぺーパーストッカーを

作りました。ミシンでの直線縫いがほとんどで
すが，真っ直ぐ縫うのは意外と難しく最初は苦
戦しました。自分たちで作った作品を学校で
使っていただけるのは大変光栄ですし，技術
が少しずつ上達するのを実感できてとても嬉
しかったです。

　ファッションデザイン科では，ファッション造形（被服製作）や服飾手芸などの専門教科でオリジナ
ルの洋服や着物の製作，刺繍や小物製作を学びます。新学年がスタートするにあたって手慣らしに，オ
リジナルマスクや校内のトイレのトイレットペーパーストッカーを作りました。自分で製作した作品が
生活の中に生かせるのは，なによりも魅力です。これからも技術の向上に励みます。

余り布を利用してマスクの生地を裁断

オリジナルマスク，素敵でしょう？

直線部分はしっかりとアイロンをかけて…

みなさん！使ってくださいね。
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　こんにちは。最近，調理科担
当ということでクックパッドを
駆使し，料理をすることに若干
はまりつつある古市息吹です。
　さて，今回のコラムでは私が

自粛期間中に読んだ野村克也氏の『超二流』とい
う本を紹介しようと思います。おそらく，多くの
人に読まれている著書であるので皆さんの中にも
既に読まれたことのある人もいると思います。
　私が初めてこの本を書店で見つけたとき，実は
このように思いました。
「この本は一流になれなかった人が読む本なの
か？」，「二流が読む言い訳の本なのか？」
　と，少し不信感を覚えた印象があります。
　しかし，実際は違いました。この本は，一流を目
指す人が読む，一流になるための「姿勢」を説い
たものだったのです。本書ではこう述べています。
「超二流は，常に満足や妥協をゆるさない。なぜ

なら，どんな結果が出ようとも，自らを二流であ
ると思い続けているから」
　二流と，「超」が付く二流の違いは皆さんにも
分かると思います。
　つまり，大事なことは，結果によって行動を左
右されるのではなく，常に自分を律して，まだや
れる，まだやれると「一流」になるために努力し
続けることだということです。
　鹿児島城西高等学校には多くの「プロ」を目指
す生徒たちがいます。結果が求められる厳しい世
界で成功するにはそれだけの過程を踏まなければ
なりません。今年度，学校に来ることができる日
数は180日を切っています。学校でできること，
家や寮でできることを区別し，判断し，自らの成
長を第一に頑張ってもらいたいと思います。
　是非，機会があれば読んでもらいたい一冊です。

「自粛期間中の過ごし方～「超二流」の考え方～」
� 調理科　古市　息吹

高等学校等就学支援金

　全ての意志がある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため，

授業料に充てる高等学校等就学支援金を生徒に支給し，家庭の教育費負担を

国が学校を通じて支援する制度です。

私立高等学校入学金授業料軽減費補助金制度

　保護者の年収が一定額以下の場合に，入学金・授業料の軽減を鹿児島県が

学校を通じて行う制度です。

　高等学校等就学支援金と私立高等学校入学金授業料軽減費補助金制度は，

申請をしなければ支援や軽減を受けることができません。レポートライフ	
6月号に案内を同封する予定です。必ず期限までに提出をお願いします。

【学校納付金振替日】
６月分
　６月15日（月）

７月分
　７月15日（水）

※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）



６・７月行事予定

日 曜日 行　　　　　　　事

６／1 （月） 通学時指導

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） 各ＨＲ面接指導（３年　６Ｈ），内科検診

9 （火） 第２回英語小テスト

10 （水） 内科検診，併設校相談会

12 （金） 内科検診

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

18 （木） 職員会議

19 （金） 内科検診

22 （月） インターンシップ事前指導（２年　６Ｈ），自動車学校説明会（３年　６Ｈ）

23 （火） 期末試験時間割発表，第３回数学小テスト

24 （水） 内科検診

26 （金） 内科検診（予備日）

30 （火） 期末試験

７／1 （水） 期末試験，求人受付開始

２ （木） 期末試験

３ （金） 期末試験

４ （土） 親子でつくる料理教室

６ （月） 恩師への便り指導（暑中見舞），通学時指導，容儀指導（６Ｈ）

７ （火） 第３回英語小テスト，インターンシップ（７／ 10）

8 （水） 体育祭団編成（1・２Ｈ），体育祭練習（３～７Ｈ）

10 （金） 求人票閲覧開始，第２回就職模擬試験（０Ｈ）

13 （月） 寮生指導，寮点検，ｅポートフォリオ・キャリアパスポート指導（６Ｈ　1･２年）

14 （火） 特別作業（６Ｈ），愛校デー・ワックス掛け（ＳＢ５～8番腺）

16 （木） 課題提出締切日，第４回全校書取，（ド）社会見学学習

17 （金）（ド）社会見学学習

20 （月） 終業式，恩師への便り回収完了，強化部訪問，三者面談（～8／６）

22 （水） 保護者と学校の会（本校）　

27 （月） 補習指導（７／ 31），（特）現場実習前半開始（共２･３，専1･２）～8／７
※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。




