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～ある歴史書物から～

王は，一人の武将に，宮

殿の女性たちを兵として指

揮するよう命令しました。

武将は２つの隊の隊長に王が最も寵愛する

女性を任命しました。武将は２人の隊長に

「私が右を向けといったら右を向け，左を

向けといったら左を向け」という簡単な命

令を二回，三回，出します。しかし，兵の

皆は大笑いし従いません。命令が明らかで

なく，行き届きません。武将は「行き届か

ないのは兵を束ねていた人の責任だ」と王

が寵愛していた２人の隊長に厳しすぎる刑

を科そうとしました。慌てた王は「やめて

くれ」と懇願しますが，武将が「一度兵を

任されたら王の命令とはいえ従えないです。」

と，二人にとても厳しい刑を科します。す

ると，兵は皆次の命令から武将に従うよう

になりました。

この書物から学ぶことは「任されたこと」

をしっかりと果たすことの大切さです。武

将の任されたことに対する徹底した姿勢，

責任感，覚悟が兵たちを次の命令から従う

ようにさせたのだと思います。

今の世の中を見てみると「忖度」という

言葉が流行したように，「何を任されたか」

ではなく，「誰に任されたか」に囚われて

自分がやるべきことを見失っているように

思います。また，一度やると決めたことを

徹底してやり抜くこと，その責任感や覚悟

がなくなってきているように感じます。

いつ終息するか分からない，新型コロ

ナウイルスの影響で，様々な機会が失わ

れ，目標や目的を見失ってしまう場面を見

かけます。その中で私たちは何を見出し，

どのように生きていかなければならないの

でしょうか。それは，現在籍を置いている

鹿児島城西高等学校へ入学した時に決めた

「目標や将来の夢」に向かって，真剣に努

力を続け，発言，行動に責任を持ち，意思

のある強い大人になれるよう，自分自身を

鍛えていくことだと思います。

明るく，前向きに，今の状況に負けるこ

となく，目標の達成や将来の夢を実現させ

る生き方をしましょう!!

今思うこと

進学体育科　科長　新 田　祐 輔
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　令和２年５月13日（水），本年度，第１回目の総合防災訓練を実施しました。今回は新型コロナウイル

ス感染防止の３密を考慮し，担任指導での実施となりましたが，災害等に関して様々な備えをし，日頃

から意識を高めるよう共通理解を深めました。去る６月１日（月），午前９時半過ぎ，薩摩半島西方沖を

震源地とする地震がありました。この地震で，日置市伊集院町の本校は震度４を体感，生徒はすぐに机

の下などに隠れ，安全を確保しました。その後，校内放送で避難を指示，速やかにグランドへの移動が

でき災害等への一人一人の意識の大切さを実感しました。「備えあれば憂いなし」今後もこの怖さを胸に

刻みながら生活してもらいたいと思います。

　　指導上のねらい　　

（１）　生命及び身体の安全を念頭において，行動する態度を養うとともにその習慣化を図る。

（２）　的確な判断力をもって，秩序正しく沈着冷静に行動し，迅速に避難できる態度を養う。

（３）�　学校での火災の発生しやすい場所を知り，防火に気を付ける態度を養う。また，消化器や避難器

具の場所を知り，それらを正しく効果的に使用する方法を身に付ける。

（４）�　災害や防災に対する意識を高め，災害予防や防火施設設備の管理についての心構えや必要性につ

いて理解し，認識させる。

守ろう!!大切な人･大切な学校
災害に，時なし，場所無し，予告無し

▲速やかなグランド集合

▲正確迅速に人員掌握と報告 ▲生徒指導部から心構え指導

▲「無言」「整然」「敏速」に移動
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　５月27日は日章学園初代理事長 故後藤章先生の御命日にあたり，学園全体で慰霊祭を執り行うとと

もに，本学園の発展に関わられ，物故された方々のご冥福をお祈りし，哀悼の意を表する一日としてい
ます。

　当日は校内放送で本校の特別支援教育部長 志和地宏治先生が慰霊訓話をされ，学校を代表し，秋武

達朗校長と生徒会会長 濵屋琥珀君から忌日祭の意義と慰霊のことばを述べられました。

故人への感謝の心　永久に…
（学園忌日祭）

左から初代理事長 故後藤章先生・第二代目理事長 故後藤トミ子先生・第三代目理事長 故後藤大治先生

調理科３年Ｂ組
岩戸　奏冴 君

（牧園中出身）

　これまで学園の発展に貢
献され物故された先生方や

夢に向かって頑張っていたにもかかわらず亡く
なられた生徒の皆さんに対し心から哀悼のこ
とばを申し上げます。
　お亡くなりになられた方々のために私たちに
できることは，勉強やスポーツそして各学校行
事を成功させることです。
　これからも精一杯努力していきます。ありが
とうございました。

社会福祉科３年
榎園　琉斗 君

（伊集院中出身）

　初代理事長先生の御命日
にあたる５月27日（水）に忌

日祭が行われました。新型コロナウイルスの
影響により校内放送での実施となってしまい
ましたが，先生方から日章学園の歴史を教わ
り，今の自分たちの送っている楽しい学校生
活があるのは，この歴史を築いてくださった
方々のおかげだと思っております。ご冥福を
お祈りしつつ，勉学やスポーツに励んでいき
たいと思います。
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　令和２年度は，３名の先生方にスクールカウンセラーとしてサポートをしていただきます。本校では，

生徒教師間の信頼関係構築や，生徒の悩みや不安解消を目的とし，学級担任と語り合う「語らいの週間」

を実施していますが，「語らいの週間」以外にも，希望する生徒に対して，スクールカウンセラーによる

カウンセリングを実施しています。

　悩みや不安なことがあれば，一人で抱え込まずに，気軽に相談をしてください。

スクールカウンセラーの先生方の紹介

柿木（かきのき）　正敏 先生

　毎週水曜日と金曜日の午後，教育相談室にいます。高校時代は様々な感情を抱き
ながらも，それを開示したがらない時期です。いつしか心が重くなることもあります。
自分を信じる力を呼び起こすと，心は軽くなります。そのお手伝いをしたいと考えて
います。一緒に話しましょう。

後藤（ごとう）　千和子 先生

　本年度は，火曜日の３限から昼休みを挟んで６限まで教育相談室にいます。主に，
女子の生徒さん方からの相談を受けて，悩みの解決に向けて一緒に考えたりアドバ
イスをしたりしています。相談の内容は，友人関係や進路のこと，学業のこと，家庭
のことなどそれぞれですが，社会問題となっているＳＮＳに関連した深刻な相談を受

けたこともありました。面談をした生徒さんのその後がいつも気になっていますが，担任の先生から「〇〇
さんは元気で頑張っていますよ。」と伺った時は大変うれしいです。

中（なか）　智子 先生

　自分探しの旅の真っただ中で戦っている皆さんへ。友達関係・親子関係等でたく
さんの悩みを抱えながら頑張っていますよね。ひとりで全部抱え込まないで，その荷
物を少し，私のところで下ろしてみませんか。
　木曜日（３・４・５・６限）に待っています。

【相談時間の案内】
相談時間（３・４・５・６限目）
火 後藤先生
木 中先生
相談時間（５・６限目）
水 柿木先生
金 柿木先生 ▲教育相談室 ▲気軽に相談してください
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コロナウィルスの影響で部活動生が目標としていた各種大会が中止となり，特に３年生にとっては本

当に残念な状況となってしまいました。しかし，本校の部活動生の生徒たちは次の目標へと前を向き，

新たな一歩を踏み出しています。そのなかで，今回は空手道部の生徒たちが毎朝取り組んでいる朝のあ

いさつ運動を紹介いたします。梅雨の時期に入りましたが，「おはようございます!!」，「さようなら!!」

という元気な声が学校中に響いています。

～あいさつボランティア運動～

進学体育科３年B組
今村　舞限 君

（武中出身）

　私たち空手道部は毎日自
主的に校門に立ち，朝と放

課後にあいさつ運動をしています。空手道部
として，この鹿児島城西高等学校を盛り上げ
ていきたいと思っています。また，少しでも
周囲の人たちに元気を与えているのであれば，
私も大変嬉しいです。
　「みなさん，あいさつを通じて“城西の絆”を
深めていきましょう」

普通科３年Ａ組
能塩　寛士 君

（武中出身）

　私は毎日，朝と放課後に
あいさつ運動に取り組んで

います。空手道を通じて身体の鍛錬だけでな
く，人としての礼儀作法も学んできました。
　あいさつ運動のなかで，あいさつを返してく
れると，とてもすがすがしい気持ちになります。
私自身「今日一日，頑張るぞ！」という元気が
わいてきます。私たちの取り組みが少しでもよ
り良い学校生活になればと思います。

朝のあいさつ運動

放課後のあいさつ運動



－6－

男子サッカー部

　今年は74名の部員が所属し活動しています。各種大会が中止となるなか，休業中もそれぞれが心を強

く持って今自分ができることを考えて行動してきました。現在は，正門前に完成予定の人工芝サッカー

場を心待ちにしながら，今年の最終目標である全国高校サッカー選手権優勝に向けて日々取り組んでい

ます。

　休業明けには，全員が４チームに分かれて ＂Ｊ(城西)リーグ”を開催。予選リーグ・決勝トーナメント
を戦い，今後に向けての士気を高めました。

執念　～ ENJOY PLAYING Ｊ-SOCCER ～

男子サッカー部では，YouTube，Facebook，Instagramを利用して活動報告を行っています。

特設HP Facebook Instagram YouTube
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　女子サッカー部は現在，３年生３名，２年生４名，１年生２名，マネージャー１名の計10名で活動し

ています。

　主な活動は平日の放課後，18時までグラウンド奥の練習場で活動しています。

　女子サッカーは男子に比べて全国的に競技人口が少なく，県内の高校のチームは６チームしかありま

せん。本校の女子サッカー部も昨年までは部員が14名いましたが，常に人数不足に悩まされており，試

合には他の同じく部員が不足している高校と合同チームで出場しています。今年度は新入部員も少ない

ため，現在の状況では単独で試合に出られない状態です。

　サッカー部としては少ない人数で，高校からサッカーを始めたという部員が多いですが，みんなサッ

カーが大好きなので楽しく活動しています。

　今年は週に１回ですが，サッカー経験者の朝木先生が指導をしてくださることになりました。

　興味がある人はいつでも体験できますのでぜひ見学に来てください。

女子サッカー部
頑張っています！

合同練習風景 試合風景 これからも頑張ります！

調理科２年Ｂ組
中島　桃花 さん

（吉田南中出身）

　私たち女子サッカー部
は，部員のほとんどが初心

者で少ない人数ではありますが毎日とても楽
しく練習に励んでいます。
　他の部活動と兼部している人もいて全員が
揃わない日もあるため，試合形式の練習など
を毎日行うことは難しいですが，工夫しなが
ら頑張っています。
　とにかく部員全員の仲が良く，最高のチー
ムだと思っています。
　サッカー初心者でも大丈夫ですので，ぜひ
体験に来てください。

普通科３年Ｃ組
有村　水晶 さん

（溝辺中出身）

　女子サッカー部は少人数
ではありますが，毎日練習

を頑張っており，様々な大会に他の高校の女
子サッカー部と合同で出場しています。
　少しでも多くの試合で勝つことを目標にし
て，自分の苦手なことは克服できるように努
力し，他の人の苦手なところをフォローでき
るように頑張っています。
　週に1回は朝木先生がコーチをしてくださ
ることになったので，今後はますます技術向
上していけるように頑張ります。
　これからも，部員全員で力を合わせて頑
張っていきます。
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１学期も終わりに近づいてきました。寮の生徒は，毎日の授業や実習，生徒会活動，部活動などそれ

ぞれの目標に向かって頑張っています。女子寮には，４月に26名の１年生が入寮し，合計66名で楽し

い寮生活を送っています。１年生は，入学したばかりの頃は，親元を離れた寂しさや新しい環境での不

安などでいっぱいだったと思いますが，今では同じ部屋の先輩や同級生と協力しながら楽しい寮生活を

送ることができています。夏休みの帰省では，生徒たちの成長した姿を見ることができると思います。

今月号は，女子寮の生活の様子，１年生のコメントを紹介します。

～女子寮の紹介～

ファッションデザイン科1年
篠山　音笑琉 さん

（錦江中出身）

　親元を離れ，寮生活を始
めてから早３か月が経ちま

した。洗濯など身の周りのことをすることは，
最初は大変でしたが，その生活にも慣れてき
ました。
　寮の友達もでき，一緒に買い物に行ったり，
勉強を教え合ったりなど，とても充実した生活
を送ることができています。
　これからも周りの人への感謝の気持ちを忘れ
ず，先輩や同級生とのコミュニケーションを大
切にしながら，楽しい寮生活を送りたいです。

進学体育科1年B組
尻枝　莉望 さん

（都城市立西中出身）

　入寮して約３か月が経ち，
最初の頃は同じ部屋の人と

仲良くなれるか不安でしたが，今では他の部
屋の人とも仲良くなれるほど，楽しく生活する
ことができています。
　寮生活の中で，あいさつの大切さをとても
感じています。最初は大きな声であいさつす
ることもできませんでしたが，今でははっきり
と大きな声で，自分からあいさつすることが習
慣になりました。
　これからも学校生活・寮生活でたくさんの
ことを学び，充実した学校生活を送っていき
たいです。

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／マンションサンライズ寮

同級生・先輩と楽しく生活しています！ 勉強も頑張っています
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生 徒 総 会 報 告
　５月14日（木）の５・６時間目に，校内

放送にて令和２年度生徒総会を実施いたし

ました。議長を調理科３年Ａ組の久冨木�

希くん，副議長を普通科パティシエコース

３年の前迫心耀さんに務めてもらい，二人

の進行のもと，生徒会の活動状況や部活動

の成績，学校への要望等を話し合いました。

特に，学校への要望は担当の先生方が実現

に向けて生徒のために親身になって取り組

もうとする思いが感じられました。

　この中で出てくる要望すべてが解決する

わけではないですが，生徒一人一人がその

議題や要望について考え，責任を持ち，そ

れに対して先生方も加わりながら解決策を

探していく。生徒が主体となり学校をより

良くしようという思いのこもった会が進行

できたのではないかと感じました。充実し

た高校生活を送ってもらえるように生徒会

としても今年も一生懸命に取り組んでいき

ますので，よろしくお願いいたします。

　現在，生徒会役員は９月に実施を予定している体育祭に向けて準備を進めています。皆様に楽しんで

いただけるよう，生徒会役員一同精一杯頑張ります。

インカムのチェックをしています ハチマキを数えています

現在の活動の様子
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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

　令和２年度の後援会総会を５月１６日（土）に計画しておりましたが，新型コロナウイルス感染拡大に

伴い，不要不急の外出を控えることや人と人との接触をできる限り削減すること等の感染拡大防止対策

のため，中止といたしました。

　それに伴い，総会にて決議していただくことになっていた議案につきましては，書類にて決議をいた

だき，以下の結果となりました。

　後援会会員1，299名に対し，1，117名の同意をいただき，「鹿児島城西高等学校後援会会則　第13条　

会議の議決は，出席者の過半数以上の賛成があって成立するものとする。」に則り，令和２年度後援会

総会の議案については承認されたものとして，報告いたします。

　後援会会員の皆様には，急なお願いにも関わらず，ご協力いただき，誠にありがとうございました。

　７月22日（水）に「保護者と学校の会」を実施いたします。例年，地方会場でも実施しておりましたが，

感染症拡大防止の観点から今年度は本校のみでの実施し，１学期の反省と夏季休業中の生活及び今後の

学校生活の過ごし方や進路指導等について，保護者の方々との懇談を計画しております。

　なお，来校の際はマスクを着用くださいますようご理解の程よろしくお願いいたします。

令和２年度後援会総会　書類決議報告

令和２年度　後援会総会　議案

１　２０１９年度　事業報告について
　　（同意：１，１１７名　　不同意：１名　　未回答：１８１名）

２　２０１９年度　決算について
　　（同意：１，１１７名　　不同意：１名　　未回答：１８１名）

３　令和２年度　事業計画（案）について
　　（同意：１，１１７名　　不同意：１名　　未回答：１８１名）

４　令和２年度　予算（案）について
　　（同意：１，１１７名　　不同意：１名　　未回答：１８１名）

５　令和２年度　後援会役員改選について
　　（同意：１，１１７名　　不同意：１名　　未回答：１８１名）

～保護者と学校の会について～
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生 徒 指 導 部 か ら～ 感 動 的 な 高 校 生 活 を サ ポ ー ト す る ～

～恩師への便り～

　７月に入り，夏休みが近づいてきました。皆さんは，新しい学年，新し

い学校には，慣れてきたでしょうか。コロナウイルスが全国に様々な影響

を与えるなか，県の高校総体は次々と中止になりました。生徒には「何の

ため」に今まで辛い練習をやってきたのかと考えさせられることもあった

でしょう。しかし，そういったことがあったにも関わらず，腐らずに学校

生活を送る皆さんの姿を見ると，私はとても大きなパワーをもらいます。

　本校では，生徒一人一人から中学校の先生へハガキを送るイベントがあ

ります。一年生であれば，新しい学校に入りどんな心境でいるのか，２年生であれば，新しい学年にな

りどうしているのか，３年生であれば，どういった進路を考えているのか，書かれたハガキは，中学校

の先生に届けられます。

　ハガキをもらった中学校の先生方から，「ハガキをもらってとてもうれしかった」「字の丁寧さから思

いが伝わってくる」「元気で頑張っていると知り安心した」などの言葉を聞いたことがあります。ハガ

キには，たった数行の言葉でも感動を与えられる力があるということが，とても不思議なことだと思い

ます。

　これから，行事や季節に合わせていろいろなお便りを書いていく中でどのようなことに気を付けたら

良いでしょうか。ポイントをまとめて説明していきたいと思います。

　１　種　類

　お礼状・近況報告・暑中見舞い・残暑見舞い・招待状・ハロウィンカード・クリスマスカード・年
賀状・寒中見舞いなど

　２　手紙を書くときに気を付けること

　(1)丁寧な言葉を使う。丁寧な言葉とは？
「～です」「ます」「でございます」などの丁寧語を使う。

　(2)薄い字をなぞる。
下書きをしてから書きましょう。

　(3)改まった表現を使う。
これ，それ，あれ→こちら，そちら，あちら
この間→先日，先ほど

　(4)前文・主文・末文・後付けの構成で書いていく。（暑中見舞いの例）
前　文→暑さを見舞うあいさつ・相手の安否を尋ねる
主　文→この夏の体験，近況・相手に伝えたい出来事
末　文→暑い季節だからこその相手の健康を願う言葉・今後のこと
後付け→日付，自分の名前

皆さんの想いが届きますように！
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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 ～

５月25日（月）に本校の各会場において「鹿児島キャンパス�併設校説明会」を実施しました。本校生徒

３年生の希望者を対象とし，鹿児島レディスカレッジ，鹿児島ホテル短期大学校，奄美看護福祉専門学

校の３校からそれぞれ職員を招き，説明をしていただきました。説明会では，各生徒たちが興味・関心

を持っている各学校で，どのような専門的な学習ができるのか話を聞くことができました。

３年生は，進路選択が少しずつ迫ってきています。分からないことや相談したいことがありましたら，

気兼ねなく先生に質問するよう，保護者の皆様からもご指導ください。新型コロナウイルスの影響もあり，

進路決定が困難な状況ではありますが，生徒一人一人の夢の実現に向けて，有意義な学校生活が送れる

よう，私ども教職員も全力で取り組んで参りますので，よろしくお願いします。

次に，今回の説明会に参加した生徒の感想を紹介します

☆鹿児島キャンパス　併設校説明会を実施しました☆

ホテル観光科　３年
福永　莉子 さん

（坂元中学校出身）

　私は今回，鹿児島ホテル
短期大学校の説明を聞き，

今まで学んだホテルの内容と比較すると，更に
深く学べる内容であることが理解できました。
学ぶ内容は一見似ているものの，探究する部分
が違ったり，語学に韓国語が加わったりと，技
術面だけでなく，他の接客にも通じることに気
付く良い機会となりました。
　今後は，この説明会を参考に，進路を検討し
たいと思います。

普通科３年A組
黒木　善成 君

（舞鶴中学校出身）

鹿児島レディスカレッジの
説明会では，在校生による

8分間でヘアアレンジをするチャレンジや，講
師の先生が実際にこれまで担当してきた芸能
人の方との写真を見て，とても驚きました。入
学した際の説明も分かりやすく，丁寧にしてく
ださり，とても聞きやすかったです。
　今回の説明会を参考に，今後の進路決定に
向けて取り組んでいきたいと思います。

～奄美看護福祉専門学校～ ～鹿児島レディスカレッジ～
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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頂くために，県内の中学校の生徒，ＰＴＡの方々を対象
に本校への学校視察をお受けしています。来校者は学校の設備などを見学し，各学科，コースの説明をそ
れぞれの実習室等で受けます。この説明は全て本校生徒が行います。本年度は，新型コロナウィルスの影
響でまだ実施できておりませんが，これからもより多くの方々の本校へのご来校を心から歓迎致します。

～学校視察　多数のご来校お待ちしております！～

トータルエステティック科

普通科アプリケーションコース

普通科パティシエコース

調理科

普通科進学・公務員コース

普通科芸術文化コース

ホテル観光科

ファッションデザイン科
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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 ～

合わせよう互いの良さを！
～そこであじわう　一体の良さの善さ～

新型コロナウイルスの影響で先行きが見通せない中，本校は５月11日（月）から本格的に授業を再開

しました。新型コロナウイルス感染防止対策として，毎日の生徒の健康状態を把握し，「３密」（密閉・

密集・密接）を避ける工夫をしながら取り組んでいます。新入生は，入学直後の休業となり不安も大き

かったと思いますが，現在は自分の目標に向かって毎日頑張る姿が見られます。普通科�共生コースは，

実社会で自立し活躍する力や，専攻科や各種専門学校，能力開発校などへ進学する力を身に付けること

を目標にしています。授業では，教室で行う基礎的な学習や特別教室での作業学習，野外学習などがあり，

友達と友情を育む機会を作ります。また，職場見学・水泳学習・社会体験学習・産業現場等における実

習など，共生コースならではの行事もたくさんあります。これからも，「なにごとも 助け合って 精いっ

ぱい」努力し，自分の目標を達成してもらいたいと思います。

▲社会と情報の授業（１年生）

▲社会福祉実習の授業（１年生）

▲体育の授業（体力測定）反復横跳び

▲朝のHRでの健康観察（１年生）

▲ベッドメイキング

▲体育の授業（体力測定）20mシャトルラン
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ヘアーデザイン部も頑張っています！

ヘアーデザイン科３年
仮屋　恵愛 さん

（加世田中出身）

　私はヘアーデザイン部に入
部し，授業では学ぶことので

きない専門的なことを学んだり，体験できない
ことを体験したりすることができています。
　今年，最高学年になったので，これまで以上
に意欲を持ち，後輩を引っ張っていけるように
頑張りたいと思っています。
　また，高校最後の年なので，部活動も充実し
たものにしていきたいと考えています。
　1年生もたくさん入部してくれるのを期待し
ています。

ヘアーデザイン科２年
姶良　心晴 さん

（桜山中出身）

　私はヘアーデザイン部に入部
しています。

　部活動中の雰囲気はとても良く，楽しみつつも，
３年生のヘアアレンジやメイクなど見る機会も多
く，いろいろおしえてもらえるのでとても勉強にな
ります。
　現在は２年生がモデルになり，３年生がヘアアレ
ンジの練習をしています。
　来年は私も最上級生になるので，今の３年生のよ
うにいろいろな技術を身に付け，後輩に指導できる
ように，いっぱい学び，練習していきたいと思います。

以前も紹介しましたが，ヘアーデザイン部というヘアーデザイン科の生徒しか入部できない部活動
があります。
ヘアーデザイン部は毎週火曜日にヘアーデザイン科の実習室で活動していますが，その他にもいろ

いろな活動をしていますので，紹介したいと思います。
まずは，一日体験入学の際に中学生の補助やミニヘアショーを行っています。それぞれで分担して
中学生に技術を教えています。人に教えることで自分の技術も上達するようです。
文化祭では手作りの髪飾りを販売したり，小さなお子様にヘアアレンジをしてあげたりするブース

を設けます。（その年によって内容は変更になります）
文化公演ではヘアーデザイン科の代表として，ヘアショーを行います。３年生が中心となり，モデル・
ヘア担当・メイク担当のチームで作品を作り上げ，ウォーキングや見せ方の練習も行い，毎年素晴ら
しいショーを披露してくれます。
授業で上手くできない技術を先輩に気軽に聞くこともでき，いろいろなイベントやボランティアに
参加する機会もあります。
今年は部活動紹介もなかったため，まだ新入生の入部がありません。ぜひ入部していろいろな体験

をしてほしいと思います。

文化公演でのヘアショー ヘアショーのバックステージ 一日体験入学でのヘアショー
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☆トータルエステティック科☆

コロナに負けずに頑張っています！

トータルエステティック科1年
有薗　夏菜美 さん

（川辺中出身）

　鹿児島城西高等学校に入
学し，大変なこともたくさん

ありますが，楽しい日々を過ごしています。コ
ロナウィルスの影響でエステやメイクの授業は
本格的にできなくて座学や接客マナーを学ん
でいます。これからの実習がとても楽しみです。
私は美容関係の仕事に就きたいので，夢を叶
えられるように３年間精一杯頑張りたいです。

トータルエステティック科1年
柳田　朱莉 さん

（朝日中出身）

　私は，鹿児島城西高等学
校に入学して，充実した高

校生活を送っています。最初は，学校生活に
慣れるか不安でしたがすぐ馴染むことができ
て，毎日がとても楽しいです。将来，エステティ
シャンになるために一生懸命頑張って資格を
取りたいと思います。高校生活３年間34名で
楽しい学校生活を送っていきたいです。

トータルエステティック科1年
櫻木　美月 さん

（財部中出身）

　私は，鹿児島城西高等学
校に入学して日々勉強に励

んでいます。中学校と違い授業時間が長いの
で，集中して取り組んでいます。学校生活に
も慣れ，友達もできて毎日楽しく充実した日々
を送っています。まだ慣れないこともありま
すが，友達と切磋琢磨して頑張っていきたい
です。

本年度が始まり２か月が過ぎました。２か月の間には，新型コロナウィルスの影響による臨時休業

やＧＷがあり，学校生活もままならない状態が続きました。学校が再開すると，生徒たちも少しずつ

学校生活に慣れ，最近ではエステ科ならではの元気でにぎやかな生活に戻ってきました。

19期生は初めてのエステ実習も始まり，中学校では学ぶことのなかった接客マナーや礼儀を，一

生懸命身に付けています。しかし，まだ専門教科の実習においてはなかなか満足できる状態ではなく，

生徒たちは「早く実技がしたい！」と嘆いていますが，今できることを大切に精一杯取り組んでいま

す。今月号は，19期生の入学してから学校生活の感想を紹介します。

初めての実習☆接客マナーを学びました
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３年生校内実習開始

社会福祉科３年
土川　咲輝 さん

（串木野中出身）
　今回の実習は高校入学後
３回目となりますが，初めて
校内での実施となりました。

　新型コロナウイルスの影響で，本番ではマ
スクを着用した上で，生徒同士が直接の密着
を避け，行為の前後でアルコール消毒を徹底
しています。
　施設での実習は実技がメインですが，校内
実習は座学を取り入れながらの内容なので，
介護福祉士国家試験に向けた効果的な学習に
も繋がっていて，しっかり取り組みたいです。

社会福祉科３年
森永　いろは さん

（伊敷中出身）
　３年生にとって最後の実習
が始まりました。残念ながら
校内での実習となりました。

　ただ，今までの校外施設実習では気付きにく
いことが，今回の実習では確認や振り返りがし
やすいこともありやりがいを感じます。
　1年次から学んだことを思い出しながら，実
習内容に反映させ，卒業後の現場で生かせるよ
うに頑張りたいです。

５月25日（月）から７月10日（金）にかけ，３年生が校内実習を実施しています。例年は，就職等進

路活動も兼ねての実施となりますが，新型コロナウイルス感染防止のため校外福祉施設での実習を自

粛し，介護実習室や教室を場面にした内容で取り組んでいます。

前代未聞の状況下での実習に，指導担当教員も３密を避けるなど細心の注意を払い計画しています

が，実習生である生徒が一番不安を持って臨んでいることと思います。

どうか，無事に所期の目標を達成し，自信と誇りを持って介護福祉士国家試験受験や進路選択に生

かせる実習となることを願います。
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　進学体育科ではスポーツ総合演習授業で，各競技種目の分析を行っています。

　３年生は週２時間，２年生は週１時間，自分で分析内容を決めて授業を進めています。分析方法は

試合の映像を観て，成功，失敗回数等，具体的なパーセンテージが出るようにしています。数字から

分析し，様々な角度からスポーツが観えてきており，生徒にとっては良い学びの場になっているよう

です。

　実践のスポーツ授業，理論のスポーツ概論授業，分析のスポーツ総合演習授業，スポーツを多角的

に捉えることで，チームの目標達成，自身の競技力向上，スポーツに関する知識を広げ，将来に繋が

る学習を行っています。

スポーツ総合演習授業

進学体育科３年Ａ組
野元　未裕 さん

（第一鹿屋中出身）

　スポーツ総合演習では，
主にインターネットを使っ

て自分と他校の人のプレーを見比べてデータ
を取りまとめて数字を出します。その数字を
もとに違いを表していきます。数字を出すこ
とにより見比べるだけでは分からない部分が
多く出てくるので興味深い内容になります。
この調べて内容が少しでも部活動で活かせる
ように頑張りたいです。

進学体育科３年Ａ組
永井　利政 君
（鹿児島育英館中出身）

　スポーツ総合演習では，
自分とプロのプレーを分析

したり，データを取ったりしています。自分
とプロのプレーのデータを取り，比較すると
差が数値に出てよく分かります。データを参
考に自分の課題と向き合い，克服して目標が
達成できるように日々努力していきたいと思
います。

▲具体的な数字を出して分析します ▲個人でテーマを決めて分析をします
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　６月10日（水）に製菓衛生師国家試験が実施されました。５月から授業や放課後を利用し，毎日こ

の日のために勉強してきました。試験当日は合格祈願を行い，生徒代表あいさつで中川れいらさんが

あいさつを行いました。

製菓衛生師国家試験に向けて

普通科３年Ｃ組
上村　武龍 君

（長田中出身）

　今回，私たち普通科パティ
シエコースは国家資格であ

る製菓衛生師試験を受験しました。試験前ギ
リギリまで過去に出題された問題集を勉強し
ました。当日はクラス代表で勝どきの声をあげ，
みんなを鼓舞できたと思います。合格発表ま
では安心できませんが国家試験も勝どきの声
も貴重な経験となりました。

普通科３年Ｃ組
中川　れいら さん

（伊﨑田中出身）

　私たち普通科３年Ｃ組は
６月10日（水）の製菓衛生師

国家試験をむかえるにあたり，たくさんの勉強
に取り組み，本番に挑みました。お互いに分
からないところを教え合ったりすることで少し
ずつ自信もつき，最後まで全力を尽くせたと思
います。結果はまだ分かりませんが次は期末
テストや就職試験なども始まるので気持ちを
切り替えて頑張りたいです。

生徒代表あいさつ 勝どきの声
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　ホテル観光科３年生22名が，校内実技試験で，お客様のテーブル前でフルーツをカットする技術

（カーヴィング）試験にチャレンジしました。

　今回は，バナナをテーマに，目の前にお客様がいらっしゃることを想定し，決められた手順に沿っ

てカットしました。

　今後は，キウイ，オレンジなどにもチャレンジする予定です。

　以下にカットの様子と，生徒の感想をお伝えします。

バナナカーヴィングの試験を頑張りました
～おもてなしの心と素敵な笑顔でチャレンジ～

ホテル観光科３年
冨迫　夢来 君

（東市来中出身）

　私は今回，校内実技試験
の一環として，お客様の目

の前でサービスすることを想定した「バナナ
カーヴィング」をしました。
　バナナに直接手を一切触れず，サーバーと
ナイフを使い，皮を切り離す際が大変難しく
苦戦しました。
　今後，キウイやオレンジのカーヴィング実
技試験もあるので，器具の持ち方に注意して
取り組みたいと思います。

バナナをサーバーで掴む

見事完成しました

１　実習期間（予定）　※28名が２班に分けて参加
第１班� 令和２年７月13日（月）～令和２年８月２日（日）� 計21日間
※夏季休業� 令和２年８月３日（月）～令和２年８月31日（月）� 計29日間
第２班� 令和２年８月３日（月）～令和２年８月23日（日）� 計21日間
※夏季休業� 令和２年７月13日（月）～令和２年８月２日（日）
� 令和２年８月24日（月）～令和２年８月31日（月）� 計29日間

２　実習場所（予定）
城山ホテル鹿児島　鹿児島サンロイヤルホテル　折田汽船フェリー屋久島２
ホテル霧島キャッスル　旅行人山荘　ラビスタ霧島ヒルズ　サンカラホテル（屋久島）� 計６か所

３　対象生徒
ホテル観光科生徒　１年生16名　２年生12名　計28名
（※３年生は進路活動を中心とした校内実習に変更するため中止）

　新型コロナウイルスの影響で，鹿児島県内の実習先ホテル休業等により，今年度の夏季校外ホテル

実習は，下記の内容で実施します。（状況の変化に合わせ，予定が変更になる場合もあります。）

令和２年度夏季校外ホテル実習について（お知らせ）
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調理科３年Ｂ組
高嶺　瑠里 さん

（川内南中出身）

　先日，総合調理実習でお弁
当の提供をしました。時間内

に作り終えられるか，おいしくできるかなど不安
はとても大きかったですが，クラスみんなで協力
して無事に120食を提供し，完売することができ
ました。初めてお弁当の盛り付けをしたので大変
だと思うこともありましたが，楽しく作ることが
できました。今回の経験を生かして次回はもっと
よりよいお弁当を提供できるように頑張ります。

調理科３年Ｂ組
竹下　勇斗 君

（緑丘中出身）

　先日，総合調理実習の授業
で120食分のお弁当を作りまし

た。初めての経験でしたので失敗しないように，
事前に先生に質問したりして当日に臨みました。
少し段取りで手こずるところもありましたが，時間
どおりにお弁当を作ることができ，たくさんの生徒・
先生方に食べてもらえて嬉しかったです。
　いつもとは違い，大量調理をする際の難しさを
知ることができたので，次はもっと段取り良くでき
るように頑張りたいです。

　調理科３年生は，総合調理実習の一環として，集団調理があります。

　今年度は，新型コロナウィルスの影響を受けてワンプレートランチの提供ではなくお弁当販売を行

いました。

　日頃の実習とは異なり，自分たちが作った料理を購入してくれた職員・生徒が食べるということで，

いつもより緊張と責任がともないますが，食べてくれる人たちの笑顔を想像しながら一生懸命作って

いました。

大人気調理科お弁当販売

～自分たちのまかないの準備もしました～

～大きさを揃えて，鯖をカットします～

～温度管理に気を付けながら～

★ 400円でお腹いっぱいになりました。
★ 美味しかったです。
★ また是非購入したいです。

購入してくれた職員・生徒の声
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専門科目を紹介します！

　鹿児島県内ではコロナウイルスも落ち着き始め，本校でも５月11日（月）に臨時休業が明け，授業も本
格的に再開されています。ビジネス情報科では多くの専門的な授業があり，生徒たちは楽しく，そして

一生懸命学んでいます。

　今回はビジネス情報科ならではの専門科目を紹介します。中学校ではなかった簿記や情報処理の授業

ではパソコンや電卓を使いながら文書作成や表計算の方法を学びます。また，コミュニケーション力や

マナーを身に付けるために，マジックや茶道，リラクゼーションの授業も行われています。ビジネス社

会のリーダーを目指し，日々頑張っています。

トランプを使ってマジックの授業を受けています

電卓を使いながら正確な計算をする練習をしています

～簿記・情報処理・総合的な探求など

の商業に関する授業を受けての感想～

　とても楽しい授業ですが，専門的な

用語がとても多く，やり方を覚えるの

に時間がかかります。復習を重ねて取

り組みたいと思います。

～マジックの授業を受けて～
　マジックの授業は初めてで，難
しいですが，ひとつずつできる技
が増えていって楽しいです。先生
方もできなかった時は優しく教え
てくださり，またできた時は一緒
に喜んでくださり，とても達成感
があります。これから３年間たく
さんの技を覚えられるように頑張
りたいと思います。

〈生徒の感想から〉
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被服製作技術検定合格を目指して

新制服でのお仕事が始まりました

ファッションデザイン科1年
今村　愛実 さん

（宮之城中出身）

　私がファッションデザイン
科に入学してから３か月が経

ちました。専門教科も本格的に始まって覚えな
いといけないことも多く大変です。
　現在は，被服製作技術検定４級に向けて手
縫いの練習をしています。たくさん練習をして
全員が合格できるように頑張りたいと思います。

ファッションデザイン科２年
竹内　愛乃 さん

（清水中出身）

先日，私がデザインをさせ
ていただいたトッピー＆ロ

ケットの客室乗務員さんの制服を見に行きま
した。実際に制服を着て接客をされている姿
を見て，とても感動しました。
　乗務員さんは「とてもかわいらしくて動きや
すい」とおっしゃっていて，本当にうれしかっ
たです。これからもデザインの勉強を頑張っ
ていきたいと思います。

　１年生は服飾文化の授業の中で基礎縫いの練習に取り組んでいます。これから洋服や小物を作ってい
く中で基礎縫いはとても大切です。手縫いは，なみ縫いやまつり縫い，ボタン付け，ミシンは直線縫い
や曲線縫いなどを練習します。練習を積み重ねて，被服製作技術検定４級全員合格を目指します。

　２月に本校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のデザイン発表会が行われまし
たが，６月１日（月）から新しい制服での乗務が始まりました。新制服のデザインを考案した２年生の竹
内愛乃さんが，フェリーでのお仕事の様子を見学してきました。

早くきれいに縫うことがポイントです



－24－

　気が付けば梅雨の季節になり，
新型コロナウイルスで世界の経
済が止まっていた状況も少しず
つ動き始めました。それでも，自
然はしっかりと時を進め木々は緑

葉の色を付け，いつもの通勤の道も新しい風景に
なっていっています。
　私たち人間にも同じことがいえます。日々の生
活の中で環境の変化や時の流れに身を任せその
時，その場にあった変化を遂げていきます。生徒
たちも今，日々の中で成長という変化をしている
真っ最中です。
　例えば，私たちを色に例えてみれば分かりやす
いかもしれません。学校生活でお互い違う色同士
が自分の色を出し合い，また互いの色を尊重する
ことを繰り返しています。時には，色が衝突する
こともあります。また，時には自分の思ってもな

い色に染まっている生徒も居るかもしれません。
そんな時は，友人や家族の存在に色を染めなおし
てもらえばいいだけです。
　何度も何度も染め直した色は，濃厚な色になり
ます。つまり，色が濃厚な人はそれだけ多くの人
の関わり，混ざり合いの中で今の自分が居るとい
うことになります。
　そして，今度はその色を誰かに分け与え，新し
い色を作っていくと思います。そうやって私たち
は自分の色を作っているのではないでしょうか。
　私自身も生徒と同じでまだまだ変化の真っ最中
です。これから，また鹿児島城西高等学校の生徒
との関わりの中で私自身さらに色濃いものにして
いきたいと思っています。
　そして，今度は私の色を少しでも生徒にわける
ことができたらと思います。

「十人十色の学校生活」
 普通科　森本　久貴



７・８月行事予定

日 曜日 行　　　　　　　事

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

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

8 （水） 体育祭団編成（1・２Ｈ）

10 （金） 公務員模試（進学・公務員コース３年　1～３Ｈ），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，ドリームコース社会見学学習

17 （金） ドリームコース社会見学学習

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まで）

22 （水） 保護者と学校の会（本校）　

27 （月） 補習指導（７／ 31まで），（特）現場実習前半開始（共生コース２・３年，専攻科1・
２年）～8／７

8／３ （月） 生徒への言葉掛け運動（～ 28日）

５ （水） 一日体験入学（全学科）

６ （木） 一日体験入学（全学科）

７ （金） 一日体験入学（全学科），（特）現場実習前半終了

17 （月）（特）現場実習後半開始（共生コース３年・専攻科２年）～8／ 28

19 （水） 就職推薦選考会議

25 （火） 一日体験入学（全学科）

26 （水） 一日体験入学（全学科）

27 （木） 一日体験入学（全学科）

28 （金） 進学推薦選考会議，一日体験入学（予備日），一日体験入学（部活動），（特）現場実
習後半終了，福祉共生専攻科体験入学

29 （土） 一日体験入学（野球部）
※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。




