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　本校に教員として採用さ
れ20年目になりますが，こ
の20年間，毎日言葉にして
いるのが「気合を入れろ」
「気合を出せ」です。小学

６年生のときに空手道と出合い，36年間，
空手道と共に歩んできました。選手として
指導者として様々な経験や出合いがありま
したが，これまでの道のりは順風満帆で
あったわけではありません。いくつもの試
練や苦難があり，その壁にぶつかるたびに
挫けそうになりながら今日まできました。
今は，教員という立場になり「気合」と生
徒たちに毎日発していますが，この言葉は
生徒たちのみならず，私自身にも発破をか
けている言葉でもあります。毎日の生活の
中で様々な出来事や問題に負けそうになっ
たり，怠けそうになったりする自分との戦
いに負けない，心を奮い立たせる「魔法の
言葉」となっています。
　現代では，ITの発展により，生活環境な
ど，より良く変化してきました。また，人
とのコミュニケーションはSNSなどのネッ
トでのコミュニケーションが多くなってき
ています。以前に比べ格段に便利で，簡単
に想いを伝えたり情報を得ることができま
すが，代わりに生身の熱を感じることがで
きません。相手の表情や言葉の強弱，雰囲
気など，人と人が同じ空間でしか感じあえ

ない大切なものが，少しずつ失われている
ようにも感じます。さらには，新型コロナ
ウイルスが発生し，世界中が人との触れ合
い，語り合うことが困難な状況になりまし
た。本校でも，各種行事や各大会が中止と
なり，生徒たちの「体感し学ぶ」大切な時
間が失われています。誰もが当たり前の日
常がどれだけ大切であったか，人と人のつ
ながりの大切さを改めて感じています。今
後，生徒たちの将来には，想像できない困
難が待ち受けているかもしれません。しか
し，悲観せず，そんな状況だからこそ，機
械を通してではなく生身の熱を持った言葉
で，生徒一人一人が限られた時間・環境の
中で向き合い，語り合い，支えあってほし
いと思います。これから起こりうるどんな
未曾有の状況にも負けない，そんな鹿児島
城西高等学校の生徒たちに成長していくと
信じ，これからも「気合」と熱を込めて私
は言い続けていきたいと思います。

気　合

普通科　科長　仁 木　孝 博
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　７月８日（水）に，「2020年甲子園高校野球交流試合」の組み合わせ抽選があり，本校野球部は，加

藤学園（静岡県）との対戦が決まりました。両校とも，春夏通じて初めての甲子園となります。

　野球部は春の選抜甲子園が新型コロナウイルス感染予防のため中止でしたが，前向きに熱心に練習に取

り組んできました。これまで培ってきた成果を初出場らしく，思い切り伸び伸びとプレーしてほしいです。
　８月12日（水）第２試合目となりますので，応援をよろしくお願いします。

野球部「2020年甲子園高校野球交流試合」
組み合わせ抽選

▲「相手にとって不足なし」全力を尽くすのみ

進学体育科３年Ａ組
野球部キャプテン
古市　龍輝 君
（鹿児島育英館中出身）

　私たち野球部は，8月12
日（水）に開催される甲子園交流試合に出場し
ます。相手は静岡県代表の加藤学園です。総
合的に良いチームではありますが，自分たちの
野球をして圧倒して勝ちます。そして，このよ
うな状況で開催していただくことに感謝し，元
気や感動を与えられるようなプレーをしていき
たいと思います。

▲野球部特設コーナー
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　令和２年７月20日(月)，新型コロナウイルス感染予防のため，校内放送で，１学期終業式を実施いたしま

した。秋武校長から，４月７日（火）の始業式で述べた，新しい年度の新しい学期の始めにあたり鹿児島城

西高等学校の一員として，自覚と誇り・責任をもって友達や先生方と絆を深め，感動の多い充実した学校生

活になってほしい。（また学校を生徒と教職員が乗った船にたとえ，乗組員一人一人が，いじめや問題行動

はしないなどの道義に徹し，笑顔で明るいあいさつをしたり，学園歌や校歌を元気よく歌い，夢や希望を持っ
て授業や部活動に取り組むことで，各種表彰等の実利を図ってもらいたいと話されました。）

　今後も努力を怠らず，自分の夢の実現に向けて毎日を有意義に過ごしてもらいたいと思います。保護者の

皆様もご協力よろしくお願いいたします。

　また，１学期成績優秀者に校長から生徒奨励賞を授与した写真を掲載いたします。授与された生徒からも

コメントを頂きました。今後も自分自身の成長のために日々，努力を積み重ねてほしいと思います。

１学期　終業式

普通科２年Ｂ組
中村　奏 さん

（大口中央中出身）

　今回，期
末試験の成
績で生徒奨
励賞を頂け
てとても嬉

しいです。日頃の勉強の成果
を出せて，今までで1番良い
結果になりました。これからも，
この成績を維持できるように，
また，３年生になると国家試験
が控えているのでそれに向けて
もさらに勉学に励んでいきたい
と思います。

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）

　1学期の
期末試験で
は，各教科
しっかりと
勉強して試

験に備えることができ，平均90
点以上の成績を収めることが
できました。２学期からは書き
取りテストや小テストなどでも
良い成績が収められるように，
毎日欠かさず予習・復習に励
み，努力をさらに重ねていきた
いと思います。

トータルエステティック科３年
濵田　沙羅 さん

（和田中出身）

　私は高校
３年生になっ
てこの1学期
は進路に向
けてまず自分

が何をすべきか考えた結果，テ
ストに向けて授業に取り組む姿
勢の見直しや資格取得を積極
的に取り組むことを頑張ってき
ました。この夏季休業中も自分
の進路に向けて自分のできるこ
とを精一杯頑張っていきたいと
思います。
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　本校では，在校生のみならず，卒業生も様々な場所で活躍してくれています。

　今回は，南日本新聞に掲載されていた，普通科芸術文化コースの第14期生の岩本謙太さんが「大き

い組」で最優秀賞を受賞した記事を転載します。岩本さんは，３度のチャレンジの末，今回の賞を受賞

することができました。

　このように，卒業生が諦めず頑張っている姿は，在学生の活力にもなります。

　在校生も，卒業生の活躍に負けぬように，より一層磨きをかけて様々な活動に精進してほしいと思います。

卒業生の活躍

令和２年６月29日（月）南日本新聞掲載
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６月24日（水），１年生，２年生を対象に薬物乱用防止教育が

実施されました。例年，伊集院文化会館にて開催されていました

が，今回は，各ＨＲ担任による指導となりました。

指導では資料を用いて，薬物乱用の危険性や薬物乱用は場合に

よっては死に至ること，また，薬物乱用の危険は身近にあり，自

分には関係ないと思わないことや，万が一薬物と関わる機会が

あった場合は，きっぱりと断ることの大切さを学ぶことができた

貴重な時間となりました。今回の指導で改めて薬物の恐ろしさを

知り，関わらないことの大切さを知る良い機会になったと思いま

す。以下は，資料からの抜粋です。

　薬物乱用とは

①医薬品を本来の医療目的から逸脱した目的で使用すること。

②医薬品以外の薬物を興奮，覚醒，快楽などを得る目的で不適切に使用することをいいます。例えば，

不眠症でない人が酩酊感を得る目的で，あるいは他者に対して犯罪を行う目的で睡眠剤を使用した

場合などが薬物乱用にあたり，たとえ一回使用しただけでも乱用になります。薬物を乱用した場合，

使用した本人の健康を害し，場合によっては死に至ることがあります。また，使用した本人だけで

なく家族，友人などの生活にも影響を与え，周囲の人も不幸になることがあります。

　薬物乱用の特徴

乱用される危険性のある薬物は，『こころ』すなわち精神に影響を与える作用をもっており，中枢神

経を興奮させたり抑制したりして，多幸感，壮快感，酩酊感，不安の除去，知覚の変容，幻覚などを

もたらす働きがあります。使用量によっては，急性中毒症状のために直接死につながる危険性もあり

ますが，特に問題となるのは，これらの薬物を乱用することにより依存が形成され，自分ではコントロー

ルができなくなることです。

　乱用薬物について

麻薬（あへん，ヘロイン）… ………… 最強の乱用薬物

コカイン………………………………… ごく少量でも生命に危険な薬物

覚せい剤………………………………… 日本国内で最も乱用されている薬物

大麻・マリファナ……………………… 規制を諦めた国もある

ＭＤＭＡ………………………………… 乱造された合成麻薬，錠剤なので手軽に乱用される

危険ドラッグ…………………………… 社会に広く浸透していて，覚せい剤や麻薬以上に危険である

～薬物乱用防止教育～
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男子バレーボール部

　男子バレーボール部は，11月に行われる全日本高等学校選手権（春の高校バレー）県予選大会優勝

を目標に，練習に励んでいます。今年は，新型コロナウイルスの影響で様々な大会や強化合宿が中止と

なり，悔しい思いをしました。まだまだこれからどうなるのか分からない状況ですが，チームは最後の

大会で夢が実現できるよう練習に取り組んでいます。これからも一日一日を大切に感謝の心を忘れずに

頑張ります。

～春高を目指して 心をひとつに～

全国大会出場を目指します

進学体育科３年Ａ組
川ノ上　太暉 君

（緑丘中出身）

　今年になり，新型コロナ
ウイルスの影響で練習がで

きない期間もあり，多くの大会が中止になり
ました。しかし，私たちには最後の大会であ
る春の高校バレーが残っています。モチベー
ションを下げずにチーム一丸となって優勝目
指して頑張っていきたいと思います。

進学体育科1年B組
田之脇　圭亮 君

（頴娃中出身）

　鹿児島城西高等学校に入
学して３か月が経ちました。

すっかり学校生活・寮生活ともに慣れ，部活
動でも充実した練習ができています。練習し
ていく中で，技術面・精神面で克服しないと
いけない課題も見つかり，これからの高校生
活で全てを克服していけるように頑張ってい
きたいです。
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　女子バレーボール部は現在，３年生９名，２年生11名，１年生11名，マネージャー２名の計33名で活

動しています。

　今年は新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い，臨時休業期間を含め，３か月間対外試合，練習試合

ができませんでした。また，インターハイ予選を含め，３月から多くの大会が中止になり，県大会優勝

を目標に活動してきた部員にとって，不安な日々が続きました。特に３年生にとっては一つ一つが最後

の大会になるため，ショックも大きく，練習に集中できない状況にありました。

　しかし，キャプテンを中心にチーム力向上のために必要なこと，春高バレー予選優勝という目標達成

に何が必要なのかを考えました。１．練習や練習試合ができることへの感謝の気持ち，２．日々の練習

に全力で取り組むことなど，飲水思源（物事の基本を忘れない，人から受けた恩を忘れてはいけない）

を大切に，日々の学校生活を過ごしていきます。そして，最高の終わり方，最高の結果が出るよう，こ

の夏は過程にこだわって，合宿・練習に励んでいきます。応援よろしくお願いいたします。

女子バレーボール部
春高バレー予選優勝に向けて

進学体育科３年Ｂ組
藤田　乃那 さん　　（名瀬中出身）

　私たち女子バレーボール部は，コロナ休業期間，なかなかチーム練習ができ
ず，苦しい期間を過ごしました。11月に，行われる春高予選が開催されると信じ，
練習できなかった時間を取り返せるよう，質の高い練習を目指し，練習に励ん

でいます。
　33人全員が春高予選優勝に向けて，練習できること，多くの人たちから応援していただいてい
ることへの感謝の気持ちを忘れず，また，チーム内では切磋琢磨し合いながら，チーム全体のレ
ベルアップが図れるよう，日々の練習に取り組んでいきます。

昨年の春高決勝戦の様子
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４月に入寮し，コロナ禍により生活環境を整えるのが難しかった１年生ですが，生活リズムも安定し，

学校生活と寮生活を両立して頑張っています。友人や先輩方，寮監さんに支えられながら生活する中で，

保護者のありがたみというものを，ひしひしと感じていることと思います。夏季休業中，どれだけ成長

しているか，自宅でも食事や洗濯など是非してほしいと思います。１年生のコメントです。

～サンライズ寮　新生活を満喫しています～

ヘアーデザイン科1年
馬場　美優 さん

（鷹巣中出身）

　私がサンライズマンショ
ンに入寮してから３か月が

経ちました。初めは一人暮らしが不安でした
が，今ではすっかり慣れて充実した毎日を
送っています。
　いまのうちに家事をすることで将来の練習
になり，よい経験になっていると思います。
寮生活を選んでよかったです。

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，４月にサンライズ
寮に入寮しました。親元を

離れて，生活するのは不安でしたが，今は自
立心も高まり，生活にも慣れてとても楽しい
です。また，勉強しやすい環境なので，集中
することができます。寮の友達もでき，助け
合いながら生活しています。これから３年間
頑張っていきたいです。

調理科1年Ｂ組
伊集院　心愛 さん

（和泊中出身）

　サンライズ寮は，一人部
屋ということもあって，と

ても過ごしやすいです。寮監長も奥さんもと
ても優しい方なので，一人でも安心して生活
できます。自炊や家事全般，自分でするので，
責任感も出てきます。一人暮らしをしてみた
い人は，是非入寮してみてください。

普通科1年Ｃ組
川路　日和 さん
（熊本市立鹿南中出身）

　サンライズ寮では全ての
ことを自分でしなければな

らないので，大変なこともありますが自分の
ためになります。また，自分がしたいことも
時間に余裕があるので楽しいです。休日には
アルバイトをしたり，自分の時間を有効に
使って，ゆっくりしています。高校生活を楽
しんでいます。

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／マンションサンライズ寮



－9－

生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

恩師への便り

　現在，鹿児島城西高等学校の生徒たちは「恩師への便り」ということで暑中見舞いを恩師の方々に書

いています。

　コロナウイルスによって人と会う機会が制限され，コミニュケーションはオンライン上のアプリなど

で行うことが，当たり前の日常に変わってきました。その生活の中で，いつも当たり前のように会って

話したり，遊んだりする友人や仲間の存在がいかに大きいものであるかと再確認した人もいると思いま

す。コミニュケーションを取る手段としてSNSが使われる時代で，ハガキの需要は減少してきました。

そのような状況の中で，実際にペンを持って気持ちを伝えるという

ことは貴重な文化を経験したことになります。生徒たちには今の時

代だからこそ，今の時代に生まれたからこそ，ハガキという文化を

知り，実際に「書く」体験をしてみて，その素晴らしさや面白さを知っ

てもらいたいと思います。

　下記には実際に生徒が書いたハガキを掲載してみました。

調理科２年B組　松尾さん調理科２年B組　西村さん
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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

　夏季休業が始まりました。今年の夏は涼しい部屋で読書を楽しむ時間を作ってみてはいかがでしょう

か。スマホや携帯電話から少し目を離し，読書に親しみましょう。心に残る一冊と出合えるといいですね。

　今回は，本校司書教諭の平尾先生が高校生におすすめする本をご紹介いたします。

※この他にも，2020年本屋大賞作品や，ノミネート作品も揃えております。

夏季休業中に思い出の一冊を

　「ムゲンのｉ～アイ～（上・下）」　　知念　実希人 著

○女医である主人公愛衣は，醒めない眠りに陥る「特発性嗜眠症候群」通称「イレ

ス」という難病に侵された患者3人を抱えていた。その病の謎を解明するために，

愛衣は患者の夢の中に入り込み，探索していきます。そこには様々な人生があり，

次々に変わっていく色とりどりで鮮やかな世界は，読み手を魅了し，ページをめ

くる手が止まらなくなるはずです。

　「熱源」　　川越　宗一 著

○2020年　直木賞受賞作品。史実を基にした物語です。3人の立場の違う主人公が

それぞれ自分の故郷が変わっていく中で葛藤していく。どんな状況に身を置いて

も悲観せず次の世代に繋げていく大切さを描いている。自分の生まれ育った環境

や場所が自分を作っていて，それを思い出すときに誰しも熱い思いがよみがえる，

それが「熱源」というタイトルに繋がっているのではと思いました。学校生活の

中や普段の生活で，自分の置かれている環境や状況に悩んでいる人はこの本に何か通ずるものを感じ

るかもしれません。ぜひ，読んでみてください。おすすめですよ！

　「国語が得意科目になる「お絵かき」トレーニング」　　坂本　聡 著

◦自分のことばで言いかえをすることができる。

◦…文字で書かれた内容を読み，絵や映像として思い浮かべる(描き表す)ことがで

きる。

　国語のみならず，そのほかの教科，日常生活でも「読解力」は大切です。この本は，

イラストを見て自分のことばでどのように表現するか，また，文章を読んでどの

ように自分で描けるかのトレーニング本です。

　様々な視点から物事を見つめ，理解するという力がついていきますよ！
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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 ～

夏季休業中の過ごし方
　家庭・地域で過ごす夏季休業中は，普段できない体験や感動を得る貴重な期間となります。新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止のため．様々なイベントが中止になっていますが，機会をみて学校生活では培
うことのできない経験を積む，有意義な夏季休業にしてください。以下は夏季休業中の留意点になります。

１　日没以降の夜間・深夜の外出，友人宅への外泊や無断外泊はしない。
　外出の際は，どこで，だれと，何をしに，何時に帰宅するのか保護者に伝えましょう。
　パチンコ，ゲームセンターなど娯楽場への出入りは禁止です。（保護者同伴のみカラオケボックス可）

２　命を大切にする（交通事故・川や海などの水難事故には十分注意しましょう）。
　夏季休業中はテレビや新聞等で水難事故の報道が多数あります。軽い気持ちで川や海等で遊ぶことの
ないようにしてください。また交通ルールは遵守しましょう。

３　無断免許取得・無断アルバイトは禁止する。
無許可での原付バイク・自動車の無断免許取得はできません。（３年生で自動車学校に入校する場合は，

必ず許可願いを提出します。）
また，自動二輪免許は取得厳禁です。
アルバイトは原則禁止です。ただし理由がある場合は，アルバイト就労特別許可願（就労時間は昼のみ）

を提出し許可を得てください。その際は，保護者の責任の下でご指導をお願いします。

４　携帯電話のマナーについて（中傷する書き込み，実名・写真などの個人情報は掲載禁止です）。
　携帯電話による犯罪に巻き込まれる高校生も増加しています。事件等に巻き込まれないよう監督・指
導をお願いします。またアフター10運動の実施をお願いします。また，歩きスマホは禁止です。

５　端正な容儀に努める。
　ピアスや髪の染色・脱色・パーマは禁止です。容儀違反発覚後，直ちに厳重指導の上，元に戻すこと
になります。

６　飲酒・喫煙・薬物乱用などの行為は絶対にしない。（飲酒・喫煙・薬物使用は法律違反です）。
　高校生の飲酒・喫煙は最も多い問題行動です。興味・関心から手を出してしまい，事件に巻き込まれ
てしまうことがあります。法律，校則に触れる行為は絶対にしてはいけません。

７　登下校は制服・部活動着で。
　補習や体育祭の準備で登校する際は必ず制服です。または部活動で指定されている学校名が明記され
たウェアを着ましょう。また外出時は必ず本校の制服を着用し，生徒手帳を携行しましょう。

８　事件・事故・災害時は，担任の先生に連絡する。
　有事には速やかに学校もしくは担任まで申し出てください。

９　鹿児島城西高等学校生として，自覚と誇りを持った行動を。
　電車内・駅構内等を含む公共の場所で，大声で話したり，荷物で道を塞いだり，座席を占領したりす
ることのないようにしましょう。家庭生活でも規則正しい生活を送るために，積極的に課題や手伝いに
取り組みましょう。

生徒への言葉かけ運動
　本校では夏季休業中に担任が生徒と連絡を取り，夏季休業期間の様子や動向を伺ってまいります。
上記のようなトラブルがないか把握することもありますが，生徒の変化や悩みを察知し，適切な助言
や指導に繋げることを狙いとしています。困ったことや，相談がある人はもちろん，夏季休業に経験
したことをフランクに担任と話していただきたいと思っております。
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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 ～

約40日間の夏季休業が始まりました。例年３年生は，勝負の夏として面接練習や試験勉強の日々を過

ごしています。毎年，進路指導室には，３年生が訪れ，面接指導を受けたり，求人票を閲覧したりして

います。今年の日程としては，７月１日（水）から求人の受付が開始し，就職試験は，10月16日（金）から

解禁になります。

新型コロナウイルス流行に伴い，例年に比べ，１か月遅れでの就労試験解禁となりますが，早い生徒

は16日に試験が実施されます。今年のこの状況を踏まえ，企業もオンラインによる企業説明の実施やオ

ンライン面接の検討もしているようです。本校でも密を避けるためにも，例年より人数を減らし，間隔

をあけて面接指導を行っております。

３年生全員が，希望の進路に決定するよう，教師・保護者が三位一体となって取り組んでいきましょう。

就職試験の傾向
10月16日（金）から就職試験がスタートします。適性検査と面接を就職試験の試験内容として行う企業

が多く見受けられます。

適正検査とは，面接で把握しにくい資質や能力・性格・特性などを科学的・客観的に測定するものです。

適性検査は，企業に合わず，離職する高校生に歯止めを掛けることを目的として実施されています。また，

実施理由として，仕事をする上で，企業内の一定の条件に達しているのか，業務や職務に適した人材を

採用するため，採用した後での適切な配属を行うためだとされています。

まずは，自分の受ける会社の試験内容をしっかり把握し，計画的に取り組んで合格を目指してほしい

と思います。

勝負の夏 始まる　〜進路決定に向けて〜

緊張気味の面接練習
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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，募集担当の職員が各中学校で開催される上級学校説明会に参加しています。今年度は６月末

までに117校の説明会に参加しました。説明会では，中学３年生とその保護者にDVDで本校の各学科の特

色や部活動の活躍の様子，スクールライフ，活躍している卒業生の様子などを紹介し，本校の魅力をPR

しています。中学３年生の進路選択や将来の設計に役立てていただくことができたと思います。次に説明

を聞いた中学生の感想を紹介します。

８月５日（水）・６日（木）・７日（金）………各学科の体験　鹿児島市・日置市・いちき串木野市の中学校
８月25日（火）・26日（水）・27日（木）………各学科の体験　上記以外の中学校
８月28日（金）………………………………部活動体験　普通科パティシエコース
… ※野球部については29日（土）も実施
JOSEIフェスでは軽食を楽しめます。　※28日（金）・29日（土）は実施しません。
今年度の体験入学は，新型コロナウィルスの感染防止に努めながら実施していきます。感染拡大の状況

によっては，変更する場合があります。

上級学校説明会　～進路選択に役立てて～

熱心に説明を聞く中学生

DVDを利用して本校の魅力をPRしました

◦さまざまな学科・コースがあり，聞いていて楽し
かったし，今までよりももっと興味がわきました。

◦上級学校説明会で知らなかったことがわかり，さ
らに詳しく知ることができました。

◦科やコースが幅広くあり公立とは違う特色があり，

自分の選択肢も広がったと思います。自分の将来
設計について真剣に考えていきたいです。

◦今までスポーツばかりのイメージがあったのです
が，学科や勉強面もすごいと思いました。

◦動画での説明だったので学科の様子がよくわかり
ました。

◦これまでは，先が見えずに，ただ高校の名前をネッ
トで調べて，サイトを見るだけでしたが，実際に
お話を聞くことができて，より深く知ることがで
きました。

本校の説明を聞いた中学生の感想

令和２年度　第１回　一日体験入学
～ご参加をお待ちしています～
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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 ～

自立のための指令No. ５

『梅雨時期の効果的な過ごし方を体験せよ！』
福祉共生専攻科の教育課程に「自立体験学習」という科目が週３時間あります。

本科目は，自立した日常生活や就労に向けて，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する体験を通して，社会生活力を身に付ける

ことを目的にしています。

今回は，標記の「指令」を受け，生徒たちは班編成をし，リーダーを決めて行動計画を立て，喫茶体験を

行うために，鹿児島市荒田にあるサンエールかごしま１Fの【軽食･喫茶　あすなろマジック】に向いました。

入店後，スタッフの方々にあいさつをし，手洗いなどをして，メニューの中から自分の好みのドリンク

やケーキなどを注文しました。日常の学校生活と違い，生徒たちは楽しい有意義な時間を過ごすことがで

きたようです。

今後も様々な実体験を通して，自立に向けた取組をしてまいりたいと思っております。

どんなメニューがあるのか確認中!!

密接状況にならないように!!

注文した商品を待ちながら談笑中

おいしくケーキを食べています

あすなろのスタッフの皆様，ありがとうございました。
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ヘアーデザイン科～マスコット制作～

ヘアーデザイン科３年
東　梨帆 さん

（山川中出身）

　私たちヘアーデザイン部
では，ヘアーデザイン科の

マスコットを制作しました。２年生，３年生
がそれぞれデザインを考え，選考の結果代表
して制作することになりました。
　私は，ラメを使いキラキラで明るい学校生
活をイメージしました。これからこのマス
コットが，ヘアーデザイン科のシンボルに
なってほしいと思います。

ヘアーデザイン科２年
中道　樺音 さん

（武岡中出身）

　今年，ヘアーデザイン部
ではマスコットキャラク

ターを制作しました。とても楽しく，より一
層ヘアーデザイン科が華やかになった気がし
ます。
　ヘアーデザイン部は文化公演で行われるヘ
アメイクショーが見せ所なので，これから先
輩方と創りあげる作品がどのようになるか楽
しみです

早いもので，1学期も終わりに近づいてきました。コロナ禍の影響もあり，様々な学校行事やイベン

トが中止になる中，ヘアーデザイン科は今年からマスコットを作成しました。

ファッションデザイン科にマスコット用の実習服を制作してもらい，ヘアーデザイン部の２年生，

３年生がヘアアレンジとヘアメイクを施術しました。

事前に生徒たちがイラストを描き，その選考の結果，代表者が制作しました。イベントの中止など

もありボランティア活動ができない中，今後も何か楽しみを見つけながら，生徒たちが活躍できる場

を見つけていきたいと思います。

3年生の作品

2年生の作品
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全員合格！おめでとう☆

～美肌検定☆全員合格しました！～

トータルエステティック科３年
髙柳　凜緒 さん　　（川内中央中）

　私は，美肌検定に向けて２週間くらい前から勉強に励みました。休み時間
などを利用して，友人と一緒に勉強を頑張りました。勉強を頑張ったおかげで，
クラス全員で美肌検定エキスパートという資格を取得することができ，とても

嬉しかったです。今度は，認定エステティシャンの資格取得に向けて，クラス全員で一致団結し，
頑張っていきたいと思います。

令和２年６月17日（水），トータルエステティック科３年生が日本エステティック協会主催「美肌

検定」を受験しました。日頃から，エステティックの授業で，皮膚に関する知識やフェイシャルト

リートメントの技術を身に付けているだけあり，見事全員合格しました。合格した生徒全員には，

「AJHESTE美肌エキスパート」の合格証が授与されました。残り少ない学校生活ですが，美容に関

する資格だけでなく様々な資格取得に挑戦し，卒業後は３年間で身に付けたスキルを武器に社会で活

躍してほしいと思います。

12月には「認定エステティシャン」実技試験が行われる予定です。３年生全員合格を目指し，心

をひとつに頑張ってほしいと思います。応援よろしくお願いいたします！

集中して試験に臨んでいます！
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福祉体験教室に行ってきました

社会福祉科３年
小野　美優 さん

（山川中出身）
　今回の介護実習は，新型
コロナウイルスの影響で施
設での実習ではなく，校内

中心の実習となりましたが，そんな中，県民
交流センター内にある福祉体験教室に行くこ
とができました。
　多くの福祉用具の展示や，直接触れて体験
することもでき有意義でした。
　実習が終わり，介護福祉士国家試験受験ま
で６か月を切りました。全員合格でできるよ
うに，みんなで頑張りたいです。

社会福祉科３年
山口　栞央 さん

（谷山北中出身）
　県民交流センターに行き，
福祉用具の見学と体験をす
ることができました。当日は

新型コロナウイルス感染防止対策を万全に行っ
た上で，快く受け入れていただいたスタッフの
方々に感謝します。
　その後，護国神社に参拝し介護福祉士国家
試験合格祈願と，新型コロナウイルス感染の終
息をお祈りしました。
　今まであった日常が変化し，新しい日常生活
が始まっています。少しでも早く，たくさんの
笑顔が見られることを願います。

３年生が介護実習期間中，鹿児島県民交流センター内にある鹿児島県社会福祉協議会介護実習・普

及センターでユニバーサルデザイン・自助具体験や福祉用具見学等を実施しました。

また，学校へ帰路の途中に護国神社に行き，介護福祉士国家試験受験に向け合格祈願と，新型コロ

ナウイルス鎮静祈願を行いました。生徒たちが実習に取り組んだ約１か月が評価されることと，新型

コロナウイルス感染が一日も早く終息することを願っています。
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　１学期に実施された全校書取りで，進学体育科２年Ｂ組がこれ

までの３回全てにおいて平均90点以上をあげ，全校１位を続け

ています。部活動だけでなく学習にも力を入れる進学体育科とし

て素晴らしい結果です。これからの全ての書き取りテストで進学

体育科が互いに競い合いながら，学校も引っ張っていける学科で

あってほしいと思います。

進学体育科 ２年Ｂ組　全校書取り３回連続全校１位

進学体育科２年Ｂ組
釘本　未来望 さん

（紫原中出身）

　私たちは，小テストで全
校1位を取り続けるという

目標を全員で立てました。この目標を達成す
るためにこれまで以上にテストに備えて勉強
するという習慣がつきました。1学期は学習
の成果が出たので嬉しかったです。これから
も，ＨＲ全員で声を掛け励まし合いながら，
自分の自身のためにも頑張りたいと思います。

進学体育科２年Ｂ組
林　誠人 君

（松元中出身）

　私たちは今年度，試験で
もスポーツでも一番を取る

ことを目標に掲げました。テスト前には担任
の先生が声を掛けてくださり，私たちも集中
して何度も何度も書きながら覚えるために真
剣に取り組んでいます。今は1位を取り続け
ることができているので，気を緩めることな
く1位を取り続けたいと思います。

進学体育科２年Ｂ組
有馬　優綺 さん

（串木野中出身）

　私たちは，全員で立てた
目標を達成するために，小

テストが近くなると全員が本気で勉強すると
いう，昨年ではあまり考えるとこができなかっ
たような習慣を作ることができてきました。
その結果が３回連続全校1位という結果です。
これからも学習と部活動とを両立させながら
どちらも1位を取り続けるよう努力します。

進学体育科２年Ｂ組
中村　一聖 君

（板橋第三中出身）

　私たちは，ＨＲの今年度
の目標として小テストで1

位を取り続けることを決めました。全員がそ
の目標に向かって真剣に取り組んでいて，そ
れが実際に結果となって表れていることをと
ても嬉しく思います。これからも目標達成で
きるように，努力を信じて取り組んでいきた
いです。

必 勝
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　従来なら，春から夏にかけて数多くのイベントに出演し，皆さまの応援をいただいている芸術文化

コースの生徒たちですが，今年は新型コロナウイルスの影響で，パフォーマンスを披露する場が無く

なりました。しかし嘆いてばかりもいられません！気持ちを切り替えて，校内オーディションを実施

し，インスタグラムやYouTubeに掲載していますので，是非ご覧ください。

　「今できること」に全力で取り組んでいる生徒たちの応援をよろしくお願いいたします。

　オーディションの様子です。先生方を前に，最高のパフォーマンスを見せるのは緊張します！

　学年関係なくライバルです。合否について生徒たちはしっかり受け止めて，修正して何度も挑戦します。

☆校内オーディションで，技術も心も準備万端☆
〜コロナに負けない！熱い気持ち！〜

普通科２年Ａ組
今村　友成 君

（甲東中出身）

　芸術文化コースでは，新
型コロナウイルス感染予防

のため，イベント等が中止になり，とても残念
な気持ちでいましたが，今回，芸術文化コー
スのYouTubeなどに載せるための校内オーディ
ションが行われました。
　今できることに精一杯取り組み，夢に向かっ
て一歩ずつ前に進んで，頑張っていきたいです。

普通科1年Ｂ組
葛迫　海月 さん

（隼人中出身）

　私はオーディションに合
格するために，前回注意さ

れた点を細かく直して，今回のオーディション
に挑戦しました。自分の大好きな分野でオー
ディションに合格できたことを，とても嬉しく
思います。自信につながりました。
　今後も諦めずに，たくさんのことに挑戦して
いきたいと思います。
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　ホテル観光科１年生16名が，実習の実技試験の一環として，レストランでのテーブルサービスをテー

マ課題に（下記参照），実技試験を行いました。

　生徒たちは，事前に練習を繰り返し行い，練習の成果を発揮していました。

　以下に生徒の感想と様子を紹介します。

１年生が，初めての校内実技試験にチャレンジしました
〜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1年
長谷川　茉夢 さん

（鹿屋東中出身）

　ホテル実習の授業の中で，
初めて校内実技試験を受験

しました。
　２つのグラスに均等に水を注いだり，お皿を
片手で３枚持てるようにするために，放課後ま
で友達と一緒に練習に励みました。
　本番はとても緊張し，練習の成果を十分に発
揮することができませんでした。
　今後は，お客様へ食事サービスの機会が増
えてくると思います。身に付けた技術が活かせ
るように，更に練習を積み重ねていきたいと思
います。

　７月13日（月）～８月23日（日）まで，ホテル観光科２年生12名，１年生16名，計28名が２班に分かれ，

夏季校外ホテル実習を行う予定でしたが，新型コロナウイルスの影響により，延期することとなりま

した（中止の場合も有り）。

　延期の時期等詳細は，再度お知らせします。

令和２年度夏季校外ホテル実施延期について（お知らせ）

実技試験課題
定められた作業手順に沿って，一連のテー

ブルサービスを行う。

作業手順
（１）テーブルクロスを正しい手順で敷く。
（２）着席しているお客様２名に，ランチタイム
に沿った内容のセットをする。

（３）水用グラスに，注ぐポイントを抑えた上で，

２名分均等に水を注ぐ。
※注ぐポイント
◦水用ピッチャーをグラスに接触させない。
◦右側から右足を入れ込んでサービス
◦テーブルに雫を１滴もこぼさない等

（４）予め定められたお皿の持ち方で，２名分料
理をサービスする。

（５）下げ物をし，テーブルクロスを正しくたた
み，元のスタート位置に戻す。
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調理科２年Ａ組
高崎　健嗣 君

（鹿屋東中出身）

　調理科では，パンの実習を
外部講師の先生から学んでい

ます。先生がされる作業をみて簡単そうに見えて
も実際に自分がしてみると，思った形に成形する
ことができず，難しさを感じます。
　試行錯誤しながらも班のみんなと協力していく
ことで絆も深まり，できあがるまでのワクワク感
と試食したときの感動は実習ならではだと思いま
す。これからも，多くのことを学べる調理科で頑
張りたいと思います。

調理科２年Ｂ組
橋口　亜士崇 君

（金久中出身）

　２年生になって，中華の調
理実習が始まりました。私は，

この実習で初めて中華包丁を扱いました。普段実
習で使っている包丁より重く，講師の先生のよう
に素早い包丁さばきができず，難しさを感じまし
た。次回の中華の調理実習では，早さを意識して
取り組みたいです。また，中華料理ならではの，
調理法や調味料などもあるのでしっかり身に付け
ていきたいです。

　調理科では，卒業後，実社会で即戦力として通用する調理師を育成するため，和食・洋食・中華・製菓・

製パンとバリエーション豊かな実習を行っており，卒業までに330種類以上のレシピをそれぞれの専門の
講師から学ぶことができます。

　２年生からスタートする中国料理の実習は，「城山ホテル鹿児島の広東料理　翡翠廳」から講師をお招

きし，また製パンの実習では，南九州で10店舗，東京や福岡にも出店されている「はとや菓子舗グルー

プ　SUMOMO・favori」から講師をお招きしてより実践的で楽しい授業を行っております。

幅広い資質を備えた調理師を育成するために…

白石先生の手本を真剣にみています

中華包丁で人参の飾り切り

油淋鶏・西紅柿蛋花湯
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検定合格に向けてよく取り組みました！

　臨時休業等もあり，慌ただしい１学期となりましたが無事に終えることができました。４月に入学
した１年生も，商業専門科目の授業がスタートし，検定試験に向けて一生懸命取り組んでいます。

　１学期は「ビジネスコミュニケーション検定」（全学年）「全商簿記検定」（２・３学年）「全商ビジ

ネス文書実務検定」（２・３学年）「全経電卓検定」（２・３学年）などが実施されます。

　合格に向けて毎日の授業や放課後の補習にひたむきに取り組んでいましたので，その様子を紹介し
ます。

電卓の授業 放課後の補習

ビジネス情報科３年
東桂木　雄大 君

（川内南中出身）

　私たちビジネス情報科は，
簿記検定や電卓検定をはじ

め，多くの検定にチャレンジしています。検定前
は放課後残って補習を受けたり，過去問を解い
たりしています。私は将来，ビジネス系の仕事に
就きたいと考えています。そのために，一つでも
多くの検定に合格できるよう，頑張っていきたい
と思います。

ビジネス情報科２年
堀　圭佑 君

（川内南中出身）

　私は卒業後の進路に生かす
ことができるよう多くの資格

を取得したいと考えています。今年も様々な検定
を受けますが，近々簿記検定がありました。卒業
までに1級を取得したいと考えているので，授業
や補習にもしっかりと取り組みたいと思います。
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外部講師の面接指導スタート
～進路実現に向けて～

ファッションイメージボードの制作

ファッションデザイン科３年
下西　香穂 さん

（川内中央中出身）

　先日，外部講師による面接指導が
ありました。質問にしっかりと答えら

れるように，直前までプロフィールカードなどを何度も見
直しました。また，マスクをしたまま行われたので，自分
の声をいつもより大きく出すように意識しました。
　本番に生かせるよう，もっと練習したいと思います。

ファッションデザイン科２年
磯長　美里 さん

（桜丘中出身）

　ファションコーディ
ネートの授業で，イメー

ジボードを制作しました。系統別に洋服
や小物を雑誌から切り抜き，ボードに貼
り付けていきました。私はスポーティーを
担当しました。スポーティーはカジュアル
との違いが難しくて苦戦しましたが，な
んとか完成させることができました。素
敵なボードができたと思います。楽しかっ
たです。

　３年生は６月から外部講師による面接指導が始まりました。各クラス数名ずつに分かれて面接指導が
実施されます。普段接することがない方との面接になり，緊張感のある中で実施できる良い機会です。
計画性を持って事前の準備・練習をしっかり行い，進路実現に向けて歩んでほしいと思います。

　２年生がファッションコーディネートの授業でイメージボードを制作しました。アクティブ＆スポー
ティ，アクティブ＆カジュアル，ロマンティック＆フェミニンなどのファッションイメージに合う素材
をファッション雑誌から集めていきました。最近のトレンドにも触れながら楽しく制作しました。

緊張感の中で面接指導が実施されました

ファッションのイメージを考えながら楽しく制作！

マニッシュ，アクティブ＆カジュアルのイメージボード
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皆さんの『夢』，『目標』は何
ですか？『こんな職業に就きた
い』，『こんな人になりたい』な
ど様々な夢や目標を持っている
ことでしょう。

では，その夢や目標に向けて『今何をしていま
すか？』
夢や目標に向かって，一生懸命やっている人，
手を抜いてしまっている人，様々な人がいるので
はないでしょうか。人間どうしても楽な方，楽な
方へ流れてしまい，なかなか自分を律することは
難しいと感じることも多くあります。何事にも一
生懸命取り組むこと，楽をして手を抜くこと，ど
ちらも結局は結果として自分に返ってくるものな
のではないでしょうか。
残念ながら，どんなに後悔しても過去の自分を
変えることは絶対にできません。しかし，『今の
自分』を少し変えることで未来の自分を大きく変
えることはできます。未来の自分をイメージして
逆算することで，『いまやるべきこと』が見えて

くるのではないでしょうか。
プロ野球で活躍されたイチロー選手は『夢は，

見るものではなく，今できることを一つ一つ積み
上げ，実現していくもの』と言っています。小さ
いことでも一つ一つの積み重ねが，夢や目標を実
現するための大きな力になっていくのではないで
しょうか。
夏季休業中で時間がある今だからこそ，もう一

度今までの自分を見つめ直し，未来の自分を変え
るために『いまやるべきこと』を全力でやってほ
しいと思います。

「いまやるべきこと」 普通科　米森　哲平

８月分の学校納付金について

■ 授業料等

　授業料，実習費，後援会費及び生徒会費は，１年分の金額を12か月で分割し

て徴収していていますので，８月も学校納付金を納入していただきます。スクー

ルバス維持費については5月から８月まで１か月遅れで徴収していますので，

７月分を８月に納入していただきます。

■ 寮費

　８月は，維持費のみ納入です。８月分の食費は，８月末で精算し，９月分の

学校納付金で納入していただきます。

【学校納付金振替日】
８月分
　８月17日（月）

９月分
　９月15日（火）

※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）



8・9月行事予定

日 曜日 行　　　　　　　事

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

20 （木） 面接指導（21日まで）

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（部活動及びパティシエコース），
（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）

9／1 （火） 始業式，ＨＲ役員選出・通知表回収，通学時指導，容儀指導

２ （水） 全校書取50問，出陣式（３年３・４Ｈ　２年４Ｈ），受験心得指導（３年７Ｈ）

３ （木） 体育祭学年練習（３年1・２Ｈ　２年３・４Ｈ　1年５・６Ｈ）　第４回数学小テスト

４ （金） 体育祭学年練習（1年1・２Ｈ　３年３・４Ｈ　２年５・６Ｈ）

７ （月） 体育祭予行（学年別）（２年1・２Ｈ　1年３・４Ｈ　３年５・６Ｈ）

8 （火） 体育祭準備（1～３Ｈ），第３回就職模擬試験（０Ｈ）

9 （水） 体育祭（学年別）（1年　1～４Ｈ）

10 （木） 体育祭（学年別）（２年　1～４Ｈ）

11 （金） 体育祭（学年別）（３年　1～４Ｈ）

14 （月） 体育祭予備日（３年のみ）

15 （火） 第４回英語小テスト

16 （水） 第1回研修旅行事前指導（２年７Ｈ）

17 （木） 保護者教育相談（16：00 ～）

18 （金） 敬老の日感謝の集い（中止）

24 （木） 第５回全校書取

25 （金） 一日遠足（中止）

28 （月） 第２回研修旅行事前指導（２年６Ｈ），寮点検

29 （火） 第５回数学小テスト

30 （水） 特別作業（６Ｈ）　愛校デー・ワックス掛け（ＳＢ9～ 12番線）
※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。




