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　今年度は例年から1か月
遅れて10月から就職試験が
始まります。現在，「新型コ
ロナウイルス感染症」が全国
的な広がりを見せ，日本経

済全体に大きな影響を及ぼしており，高校
３年生にとって厳しい就職活動になるかも
しれません。そこで，みなさんには雇用さ
れるために必要な３つの要素を知り，就職
試験に臨んでほしいと思います。
　組織に雇用されるためには，大きく分け
て「能力(知識・技術・人間性)」「意欲」「健
康」という３つの力が必要と言われれてい
ます。
　例えば，事業所に採用試験に来た人で考
えてみます。
　職業経験が長く，その道のプロで知識や
技術もある「能力」が高い人で，しかも「健
康」状態も問題ないとします。しかし，そ
の人から仕事に対する「意欲」があまり感
じられません。仕事に対する「意欲」がな
ければ，その人の持っている実力を発揮す
ることは難しいでしょう。
　同様に，「意欲」があったとしても，知
識や技術といった「能力」がなければ，一
人前としてカウントをされません。また，
「能力」「意欲」がともに高い人であっても，
「健康」でなければ満足のいくパフォーマ
ンスを発揮することが難しくなります。
　その道のプロとして働く上では，以下の
ような「３つの視点」をバランスよく高め
ていくことが重要です。

1「能力」を高める視点
（1）…　知識を高めるための「知る」……
基本的な正しい考え方を学ぶ。

（2）…　技術を高めるための「やってみる」
……失敗することで学ぶこともある。

（3）…　人間性を高めるための「成果を上げ
る」……行動・態度がなりたい姿になる。

　
２「意欲」を高める視点
（1）…　身体の状態……睡眠・食事の充実
と適度な運動。

（2）…　アウトカム……ゴールや目標を定
め，理想の状態をイメージする。

（3）…　柔軟性……クレームには意味があ
る。そこから何かを学ぼうとする姿勢。

３「健康」を保つ視点
適度なストレス……体の健康だけでな

く心の健康も大切。最適なパフォーマン
スを発揮するには適度なストレスも必要。

　以上のことを念頭に置いた上で，鹿児島
城西高等学校に入学してから３年間，「好
きなことを学んでプロの道を目指す」を目
標に頑張ってきたことに自信を持ち，就職
試験で最高のパフォーマンスをして，自分
の進路を掴み取ってほしいと思います。

「職業のプロ」として

社会福祉科　科長　大 山　守
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2020年　甲子園高校野球交流試合
野球部出場！

　令和２年８月10日（月）に開幕した「2020年甲子園高校野球交流試合」に本校野球部が出場しました。

　試合は，８月12日（水）第２試合　加藤学園（静岡県）と対戦し，１－３と惜しくも敗れましたが，

初めての甲子園での選手たちのプレーは多くの感動を与えてくれました。

　８月11日（火）には，本校にて出発式を行い，選手たちは「夢の舞台で鹿児島城西高等学校の野球を

見せつけたい」と力強く健闘を誓ってくれました。試合当日は，本校体育館にて，試合の映像を映し，

吹奏楽部とチアリーディング部がリモート応援として声援を送りました。

　新型コロナウイルスの影響による，春の選抜大会の中止など多くの困難を乗り越え，憧れの晴れ舞台

で躍動する選手たちの姿はとても素晴らしく，応援する生徒たちも熱い想いを込めて応援を続けました。

野球部の頑張りは鹿児島城西高等学校の絆を深めてくれました。

　試合に向けて，多くの声援と応援を送っていただいた皆様に心から感謝申し上げます。

　初の歴史を築いてくれた野球部は，これからも多くの感動を与えてくれることと思います。

　頑張れ！鹿児島城西野球部！
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進学体育科３年B組
砂川　侑弥 君
（那覇市立安岡中出身）

　私たちは，8月12日（水）
に甲子園交流戦に出場させ

ていただきました。本校にとっても初めての舞
台で，私自身も小さいころに目標にしてきた場
所だったので，甲子園に足を踏み入れた瞬間
は，夢に見たグラウンドに圧倒されました。試
合は東海地区代表・加藤学園に1－３で敗れ
初勝利とはなりませんでしたが，皆さんの応援
のおかげでここまでくることができました。こ
れからは，後輩が頑張って再び甲子園で活躍
してくれると思うので今後とも野球部の応援よ
ろしくお願いします。

進学体育科３年B組
前野　将輝 君

（大笠中出身）

　甲子園という場所は私た
ちにとって遠く手の届かな

い場所でした。しかし６月に交流戦が決定し
て甲子園でプレーできることが現実になり，あ
の夢舞台で野球ができると考えると試合前日
は全く眠れませんでした。甲子園球場に入っ
た瞬間は鳥肌が立ちとても感動しました。試
合には負けましたが，私はマウンドに立ち６球
投げることができたことに感謝の気持ちでいっ
ぱいになりました。最後にこれまで応援や支え
になってくださった皆さんに心から感謝を伝え
たいです。この経験を活かして次のステージ
で頑張ります。
　ありがとう高校野球。

進学体育科２年B組
乗田　元気 君
（水俣市立水俣第二中出身）

　僕たちは，8月12日（水）
に行われた甲子園の交流試

合に出場しました。甲子園は普段試合をして
いる球場とは全く雰囲気が違い，改めて甲子
園のすごさを感じることができました。この経
験を活かして次のステージへ向けて頑張って
いきたいです。
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　新型コロナウイルス感染拡大防止のために，今年度の体育祭は学年ごとに実施することになりました。

例年と比べると規模は縮小していますが，“学級旗”の製作を通して，体育祭に臨む気持ちを高めると

ともに，クラスの仲間との絆や団結力を深め，心を一つにすることもできました。体育祭当日は，各ク

ラスの学級旗がグラウンドに並べられ，生徒たちのモチベーションを高めてくれるはずです。

　以下に，学級旗製作の様子と，製作された学級旗の一例を紹介します。

クラスのみんなで心を一つに！体育祭を盛り上げよう
～学級旗の製作～

ホテル観光科1年
榎田　綺音 さん　　（鴨池中出身）

　私たちのクラスでは，9月に行われる体育祭に向けて学級旗を製作しました。
クラスのみんなでことばを考え，デザイン，下書き，清書をそれぞれ協力して
担当し，良いものを作ることができました。高校に入学してからいろいろな行

事が中止となり，クラスのみんなと協力して何かに取り組むという経験があまりできていません
でした。しかし，力を合わせて学級旗を仕上げたことで，クラスの友だちの良いところを発見す
ることもでき，有意義な時間を過ごすことができました。

丁寧に文字を書きました

心を一つにして製作しました 各クラスの個性あふれる学級旗
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Live配信特集
　７月24日（金）と８月27日（木）に普通科芸術文化コースが初めての試みとして，YouTubeとインス

タグラムにて模擬イベントを行いました。内容は，授業で使用しているレッスン室を使用し，日頃の練

習の成果を生配信しました。リアルタイムで100名以上の方が視聴してくださいました。

　新型コロナウイルスの中で，少しでも視聴してくださった方に元気と活気を届けられたと思います。
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ボクシング部

　ボクシング部３年生それぞれ懸命な頑張りを見せてくれました。眞邉詢之介君は入部時90キロあっ

た体重も20キロ以上シェイプアップされ，別人のように筋骨隆々の肉体と精神力を身に付けました。

瀬戸口亜弥さん・梛木葵理さんはマネージャーとして献身的に部員を支え，県大会はもちろん全日本ボ

クシング選手権（阿久根市）でもリングアナウンサーとして大会を盛り上げてくれました。

本当にありがとうございました。（監督）

この仲間で頑張ってきました

調理科３年Ｂ組
眞邉　詢之介 君　　（谷山中出身）

　体力の限界までサンドバックを打ち続けている時，何回もやめようと思ったことがありまし
たが，最後まで続けることができたのは家族のお陰です。また，３年最後は大会が中止されま
したが，ボクシングを通じてたくさんの友人ができましたことは私の生涯の宝となりました。

調理科３年Ｂ組
瀬戸口　亜弥 さん　　（西紫原中出身）

　私はどちらかといえば消極的な性格で迷惑をかけることも多かったのですが，部のマ
ネージャーとして大勢の観客の前でアナウンスしたり，そして苦しみ悲しむ選手に寄り
添うことができたことも忘れられない思い出です。みなさんありがとうございました。

調理科３年Ａ組
梛木　葵理 さん　　（西紫原中出身）

　県外遠征などボクシング部だからこそ経験することのできたこと忘れません。みな
さん本当にありがとうございました。本当は最後の大会でいろんなことを後輩に伝え
たかったのですが，伝える機会に恵まれませんでした。そのことが心残りです。
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　陸上部は，短距離種目や投擲種目を中心に現在３年生１名，２年生１名，１年生２名と少人数ながら

各自が目標や目的を持ち取り組んでいます。

　寮生はもちろん，通学生が主に入部しており練習時間は限られ，練習場所もグラウンドの限られたス

ペースを活用しています。

　経験の有無に関係なく，また目的に応じて練習内容を組み立てることもでき，無理のない部活動を実

施しています。

陸上部
目標に向けて頑張っています

普通科1年Ｅ組
榎本　太陽 君

（種子島中出身）

　私は投擲競技に興味があ
り，練習に取り組んでいま

す。先輩方が使用した用具が揃っており，身
に付けるもの以外の部活用具は買う必要もな
く助かっています。
　まだ試合の経験がなく，体力や筋力など体
づくりが中心の練習内容ですが，試合に出場
してみたい気持ちもあり，コツコツ努力したい
です。
　時にはきついと思うこともありますが，一緒
にやる仲間がいるので頑張れます。

普通科1年Ｅ組
川添　翔 君

（串木野中出身）

　私が陸上部に入部したの
は，中学校で走ることが好き

になり，高校でも続けたいと思ったからです。
　本校の陸上部は，部員数が少なく少しさみし
いですが，自分で目標を設定し，達成できるよ
うに練習しています。
　なかなか毎日練習に行けないのが残念ですが，
自宅でも自主練に取り組む等頑張っています。
　誰でも気軽に始められるスポーツです。まず
は体験や見学から始めてみませんか。待ってい
ます。
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新型コロナウイルス感染拡大により，休業措置や各種行事の中止など，生徒たちにとってバタバタと

過ぎた１学期も無事終わり夏季休業を迎えました。この夏季休業の期間中も清藤寮生は部活動の練習や

合宿，各学科の実習や補習，体育祭の応援団などにも積極的に参加し頑張っております。今回は男子寮

の清藤寮での様子や生徒のコメントをご紹介します。

清　藤　寮

進学体育科1年Ｂ組
大村　金太郎 君
（今帰仁村立今帰仁中出身）

　４月から清藤寮に入寮し
４か月が経ち，新たな環境

にも慣れ，充実した生活をおくっています。寮
生活では自分のことは自分でしないといけない
ため，改めて親への感謝の気持ちを持つこと
ができました。これからも何事にも感謝の気持
ちを忘れず，２学期も寮生活・学校生活・部
活動を通して，日々成長していきたいです。

進学体育科1年Ｂ組
永田　天士 君
（佐世保市立大野中出身）

　私が入寮して４か月が経
ちました。はじめは同じ長

崎県から来た先輩しか知っている人がおら
ず，他の部活動生や一般生と話せるか心配で
したが，気軽に話しかけてくれ，とても嬉し
く，今では仲良く寮生活を過ごすことができ
ています。２学期も先輩方や同級生と仲良く
生活していきたいです。

進学体育科1年Ｂ組
吹上　空怜 君
（福岡市立城南中出身）

　入寮したときは，他の部
活動の人と仲良くなれるか

不安でしたが，今は同級生や先輩方と楽しく
過ごすことができています。日々生活を共にす
ることで会話も増え，とても充実した生活をお
くることができています。これからも，寮生活
の中で同級生や先輩方と楽しい日々を過ごし
ながら自分自身，成長していきたいです。

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／サンライズ寮



－9－

生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　一日体験入学

８月５日（水）～７日（金），８月25日（火）～ 27日（木）にかけて実施された一日体験入学では，生徒

会役員も補助として参加しました。参加してくださった中学生や保護者の方々の案内，城西フェスの手

伝いをしました。

　学校行事へ向けて

１学期が無事終了し，２学期がスタートしました。生徒会役員は，２学期に実施予定の学校行事へ向

けて，放課後の時間を使い生徒会活動をしています。

今年度は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，様々な学校行事が中止となり，生徒会役員とし

ての役割を果たせない場面がいくつかありましたが，今後実施予定の学校行事に関しては全力で取り組

んでいきたいと思います。

現在は，文化祭，文化公演に向けて準備を進めています。学校生活でも毎週月曜日に行っているあい

さつ運動など，学校運営にかかわる様々なことに取り組んでいます。

今回は，生徒会役員の中から副部長の有村 水晶さんに，２学期の学校行事に対する意気込みを書い

ていただきました。

普通科パティシエコース３年
有村　水晶 さん　　（溝辺中出身）

　今年は新型コロナウイルスの影響で去年とは違った形での生徒総会や朝のあ
いさつ運動を行いました。そして，２学期に実施される文化祭や文化公演に向
けて生徒会役員全員で準備を進めています。全校生徒が良い思い出になるよう

頑張っています。
　２学期は多くの行事があるので，体育祭をはじめ，様々な行事で鹿児島城西高等学校を盛り上
げていけるよう生徒会役員全員で協力して頑張ります。

生徒会の取組
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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

　教務部では，基礎学力の定着を図る上で必要不可欠な漢字力を高めるため，１学期に４回の全校書

き取り（漢字小テスト）を実施しました。学期ごとに成績の優秀な生徒に対して表彰を行っております。

平均点100点を「最優秀賞」，平均点99点台を「優秀賞」，平均点98点台を「努力賞」とし，賞状を学

期毎に授与しています。今年度1学期は最優秀賞が43名いましたので，紹介します。

　1学期の学習で不十分であった箇所はもちろんのこと，既習の漢字の読み書きについてもう一度復習

し，基礎学力の定着に，日々努力してほしいと思っています。

基礎学力を付けよう！

個人最優秀賞　表彰者　平均点１００点
トータルエステティック科３年 上川畑　つかささん（川内中央中出身） 月野木　理名さん（立神中出身）

進学体育科１年Ａ組 倉谷　紗英さん（武中出身） 東條　寧乃さん（和田中出身）

進学体育科１年Ｂ組 吹上　空怜さん（福岡市立城南中出身） 有川　心彩さん（都城市立祝吉中出身）
 尻枝　莉望さん（都城市立西中出身）

進学体育科２年Ａ組 山田　凱天さん（種子島中出身）

進学体育科２年Ｂ組 中村　一聖さん（板橋区立板橋第三中出身） 林　誠人さん（松元中出身）
 出永　彩花さん（星峯中出身） 釘本　未来望さん（紫原中出身）
 橋口　星空さん（川内中央中出身）

進学体育科３年Ａ組 永井　利政さん（鹿児島育英館中出身）

進学体育科３年Ｂ組 末永　萌恵さん（出水中出身）

普通科１年Ｂ組 安楽　美里さん（知覧中出身）

普通科２年Ａ組 馬込　博史さん（錦江中出身） 吉松　愛香さん（川内南中出身）
 清水　優紀子さん（吉野中出身） 横山　こころさん（桜島中出身）

普通科２年Ｂ組 中村　奏さん（大口中央中出身）

普通科２年Ｅ組 川島　綾音さん（郡山中出身）

普通科３年Ａ組 壽　夏海さん（加治木中出身） 徳重　心空さん（生冠中出身）
 嘉　梨瑚さん（東市来中出身） 和志武　紗華さん（松元中出身）
 冨ヶ原　智哉さん（伊集院中出身）

普通科３年Ｂ組 中野　玲奈さん（都城市立西中出身） 前田　美空さん（高尾野中出身）

普通科３年Ｆ組 有川　美優さん（東市来中出身）

社会福祉科３年 逆瀨川　瑳己さん（緑丘中出身）

ホテル観光科２年 末吉　唯さん（串木野中出身） 下見　天志さん（土佐清水市立清水中出身）

ホテル観光科３年 木田　清圭さん（武中出身） 田平　桜子さん（谷山北中出身）
 寺田　琴彩さん（桜丘中出身） 中間　愛翔さん（川内北中出身）

調理科２年Ａ組 野中　拳心さん（加世田中出身）

調理科３年Ａ組 元島　希彩さん（川内北中出身）

調理科３年Ｂ組 前田　あいりさん（川内北中出身）

ビジネス情報科１年 堂園　祐人さん（明和中出身） 熊谷　麻那さん（日吉中出身）

ビジネス情報科３年 堂前　音々さん（川内中央中出身）
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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 ～

安心安全な生活を送るために
　９月から２学期が始まりますが，夏季休業中は充実した生活を送ることができたでしょうか。２学期
の主な行事は体育祭，文化祭，ロードレース大会など，高校生活でしか楽しめないイベントが予定され
ています。コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされる世の中で，こうしてイベントを実施できるの
は，日頃の感染症対策に努める生徒・保護者の方々のお陰なのだと思い，感謝の気持ちでいっぱいです。
今年は，新型コロナウイルス感染防止の観点から日頃の学校生活において，マスクを着用するように声
掛けをしています。しかし，スクールバス内や授業中に時々マスクを着用せずにいる生徒も見られるよ
うなので，ご家庭でもマスク着用の声掛けをしていただければと思います。

①　暑い日は絶対に無理をしない。
②　適当に休憩する。頑張り過ぎない。
③　こまめに水分補給をする。
④　暑さに身体を徐々に慣らしていく。
⑤　汗を吸収し，すぐに乾く素材のものを着る。
⑥　グラウンドでの練習では，帽子をかぶる。
⑦　集団行動中は，体調が悪い生徒がいないか，お互いに気を付ける。
⑧　気分が悪い時は，我慢をしないですぐに救護のテントへ行く。
⑨　準備運動をしっかりする。
⑩　運動靴は，かかとを踏んでいないか紐がほどけていないか確認する。
⑪　爪を短く切っておく。

体育祭練習本番で気を付けてほしいこと

秋の全国交通安全運動が始まります
　９月21日（月）～９月30日（水）の10日間で秋の全国交通安全運動が
実施されます。近年，交通死亡事故は減少傾向にありますが，依然と
して悲惨な交通事故は後を絶ちません。
　特に生徒の皆さんに気を付けてほしいのは，出会い頭での交通事故
です。交差点付近や見通しの悪い道路は，気付いた時には事故になっ

ている場合がほとんどです。危険予知能力
を高め，周囲の安全を確かめることや，歩きスマホをしないようにして，日頃
から事故防止に努めてほしいと思います。
　また，イヤホンを付けていたため，後方から来る車に気付かず車に轢かれて
しまった事故もあります。歩道や道路を歩く際は，周囲への注意を忘れないよ
うにお願いします。
　皆さん一人一人がかけがえのない存在です。事故や怪我がないように気を付
けながら，自分にできること（安全運転・安全確認）をしていきましょう。
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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 ～

３年生にとって，２学期は進路を決定するための重要な時期になります。

そのため１学期から外部講師による面接指導を受けたり，夏季休業中は三者面談を実施したりして，

自分の将来について深く考え，担任と生徒が心をひとつに夢の実現に向けて取り組んできました。新型

コロナウイルスの影響を受けて思うような進路活動ができないこともありましたが，進路指導部では，

生徒たちの夢を実現し，進路決定100％を目指します。

今年度は，就職の多様化や新型コロナウイルスの影響を受けて，就職・進学活動も様変わりしています。

進路指導部でもこのような世間のニーズの増加にともない，タブレットを使ってのオンライン企業説明

会に参加しました。企業と学校を結びつけ，オンラインによって効率のよい進路活動に繋がればと感じ

ています。

進路決定に向けての取組

オンライン企業説明会

三者面談

各企業からの資料をもとに説明を聞いています

履歴書作成

　10月16日（金）からいよいよ就職試験がはじまります。就職試験・面接は準備段階から始まると
いっても過言ではありません。試験内容を再確認し，自身を十分にアピールしましょう。
　面接は第一印象がとても重要です!!　日頃から身だしなみや明るい表情・正しい姿勢を身に付
け万全な態勢で受験に臨んでください。
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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～

８月10日（月）に「2020オンライン鹿児島県私立中・高フェア」が開催されました。来年度の進路を考

えている小学生・中学生にとって有意義なイベントです。今年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止の

観点からオンラインでの開催となりました。その告知の一環として，ラジオ番組のポニーメイツの取材が

８月３日（月）にありました。その開催告知を本校の恒吉先生が行いました。参加してくれた生徒たちの進

路決定に少しでも役立てたように思います。

～オンライン私学フェア開催～

ポニー号と一緒に

オンラインの概要説明 オンラインでの相談会

インタビューを受ける恒吉先生
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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 ～

産業現場における実習頑張ってきました！！

特別支援教育部では，夏季休業中を利用し「産業現場等における実習」を行いました。今年も，共生

コース２年生・３年生・福祉共生専攻科の生徒たちが７月27日（月）～８月７日（金），８月17日（月）～

28日（金）の２週間程度にわたり，県内の各事業所で実習をしました。

産業現場等における実習の目的は，「社会人として自立していくために必要な基礎的知識・技能・態

度を養う。」「一人一人の適性や課題等を明らかにし，進路指導の充実に努める。」ことです。

今回の実習で自分の長所や，さらに伸ばしたい所を発見すると同時に，今後の課題も見えてきました。

実習を単なる実習で終わらせるのではなく，実習の評価を参考にして今後の学校生活や家庭生活，日常

に活かし，自分の将来に繋げる糧にしてほしいと思います。そして，希望する進路決定につながるよう

に，充実した進路支援を行っていきたいと思います。

清掃も頑張りました!!

果物も陳列しました!!

商品陳列もまかせてください!!

重さもしっかり量りました!!
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全頭巻けるようになりました！

ヘアーデザイン科1年
橘木　李果 さん

（東市来中出身）

　夏季休業を前に全頭ワイン
ディングできるようになり，少

し安心しました。
　私はスライシングという技術は得意ですが，髪
を巻くのが苦手でとても苦戦しましたが，何とか
巻けるようになって良かったです。
　ロッドの角度や体の向きなどに気を付けながら
の作業はとても難しく失敗することが何度もあり，
上手くいかないこともありますが，もっとたくさん
練習して，決められた時間内に綺麗に巻くことが
できるようになりたいです。

ヘアーデザイン科1年
沖園　美麗 さん

（吹上中出身）

　この春，高校生活がスター
トし，美容の実習も始まりま

した。美容の実習でブロッキング，ワインディン
グと習っていく中で，初めて知る用語がたくさん
あり，戸惑うこともありましたが，日々練習して
いくうちに徐々に慣れ，夏季休業前に全頭ワイン
ディングできるようになりました。
　先生方の指導のもと，これからも一生懸命実
習に励み，早く綺麗に巻けるように頑張りたいと
思います。

１年生は現在，国家試験課題の一つでパーマを巻く技術であるワインディングという技術の習得に

励んでおり，なかには夏季休業を前にウィッグの全頭を巻けるようになった生徒もいます。

例年であれば全員が夏季休業までに全頭巻けるようになるのですが，今年度は４月下旬に新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため休業となり，通常よりも授業時数の確保が困難なため，厳しい目標だっ

たと思いますが，生徒たちは目標達成に向けそれぞれに頑張ってきました。

まだ全員が全頭を巻けるようになったわけではありませんが，夏季休業中も頑張っていたようです

ので，全員の目標達成も近いのではないかと思っています。

今後も目標達成を目指して，日々精進してほしいと思います。

初めて全頭巻きました！ みんな頑張っています
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夢に向けて

トータルエステティック科３年
益山　莉子 さん

（吉野中出身）
　今回の三者面談を通し
て，母と先生たちと話をし
て，進学をしたいという気

持ちが高くなりました。これから進学に当たっ
てまたさらに気を引き締めて，学校生活を
送っていこうと思います。資格取得などにも
積極的に励んでいきます。

トータルエステティック科３年
平　光希 さん

（帖佐中出身）
　三者面談で，母や先生方
と進路について話し合うこ
とで自分の将来について見

直すことができました。これから就職するにあ
たって，資格取得や学校生活への取組が大切
になってくると思うので，気を引き締めていき
たいと思います。これから履歴書をしっかり書
けるように頑張っていきたいと思います。

トータルエステティック科の３年生は，７月22日（水）～７月31日（金）まで三者面談を実施いたし

ました。三者面談の結果を受けて，生徒たちは夏季休業中も登校し，履歴書作成や面接指導を頑張っ

ていました。

希望する進路先は，それぞれ違いますが，夢を叶えたい気持ちは，みんな一緒です。進路実現に向

けてお互いに励まし，助け合いながら進路活動を進めています。全員が希望する進路先に進めるよう，

私たちも指導していきます

それぞれの夢に向かって真剣に話しています
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社会福祉科の魅力

　長い夏季休業も終わり，２学期が始まりました。夏季休業期間には，高校受験を控える中学生を対

象に一日体験入学を実施しましたが，新型コロナウイルス感染防止の観点から例年と異なる実施内容

となりました。社会福祉科として，参加していただいた中学生のみなさんに，学科の内容が十分伝わっ

たかどうか思案しています。

　そこで，今回は改めて社会福祉科の魅力をお伝えし，身近に受験生がいらっしゃれば情報提供の一

助にしていただきたいと思います。

　Point１	 全国の高校で初めての設置

 経験と実績が物語る，県内外の社会福祉施設との強い繋がりが構築されています。

　Point ２	 施設奨学金の充実

 介護福祉士をめざす生徒の就学をサポートするための奨学金です。

　Point ３	 就職・進学率１００％

 介護の知識・技能を身に付けた人材への求人は，今後もニーズが高まります。

　Point ４	 いち早く介護福祉士になれる

  　卒業年度の１月に介護福祉士の国家試験が受験できるため，上級学校へ進学することな

く資格取得ができます。

　Point ５	 iPadを活用した授業を実施

  　入学時に社会福祉科生徒にはiPadを支給します。調べ学習や介護福祉士国家試験受験

対策にWeb上で模擬問題を閲覧，解答することができます。もちろん，卒業時には自分

のものになります。

高齢者福祉実習
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　夏季休業に入り，進学体育科の生徒たちは，各部活動で練習を行っています。新型コロナウイルス

の影響もあり，なかなか練習試合もできない状況で，例年に比べても大会数が少なくなっていますが，

少しずつではありますが，実践経験を積むことができるように試合をさせてもらったりしています。

生徒一人一人も鹿児島城西高等学校の名を全国に轟かせようと毎日目標を持って取り組んでいます!!!

夏季休業中の部活動練習

進学体育科２年Ｂ組
林　誠人 君

（松元中出身）

　夏季休業に入って，野球
漬けの日々を送っていま

す。県大会では，２回戦で負けてしまったの
で，甲子園大会では，練習の成果を出して，
必ず勝ちたいと思います。

進学体育科２年Ｂ組
中尾　志穂乃 さん

（朝日中出身）

　毎日の練習で技術面，精
神面が鍛えられており，自

分自身強くなっている気がします。コロナウ
イルスの影響もありますが，大会に向けて
もっと頑張っていきたいと思います。

甲子園に向けて練習中!!! 女子バレー部の満面の笑み!!!

頑張れ!!!　鹿児島城西高等学校!!!
勝利を掴め!!!　城西魂!!!
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　普通科ドリームコースは7月16日（木）・17日（金）の２日間，社会見学学習を実施しました。

　一日目は，学校法人日章学園の併設校である鹿児島ホテル短期大学校の見学と説明，本校卒業生か

らの体験談などを聞き，学校の特色を理解できたので，これからの進路選択に役立ててほしいと思い

ます。維新ふるさと館では，鹿児島の歴史について学びました。

　二日目は，薩摩藩の主要街道であった大口筋の一部，龍門司坂（国指定文化財）の歴史散策をし，

高倉展望台から姶良市街地・錦江湾・桜島の絶景を眺めることができました。

　これからも，鹿児島の歴史や文化，自然を愛する豊かな心を育んでほしいものです。

普通科ドリームコース社会見学学習

普通科1年Ｆ組
小林　真理香 さん

（川内中央中出身）

　私たちは，社会見学学習
で，一日目に併設校である

鹿児島ホテル短期大学校の見学に行き，学校
の説明や先輩方の話を聞き，とても参考にな
りました。維新ふるさと館では，昔の鹿児島
で何があったのか，どのような人物が活躍し
たのかを，展示物や映像で詳しく知ることが
できました。
　二日目は，龍門の滝を見学し，龍門司坂を
昇りました。高倉展望所では，友人と弁当を
食べ，たくさんコミュニケーションもとるこ
とができ，私たちが住む鹿児島のことについ
ていろいろと考えることができました。

普通科1年Ｆ組
川畑　安佳音 さん

（皇徳寺中出身）

　社会見学学習一日目の鹿
児島ホテル短期大学校で

は，接客業についての仕事内容や必要な知識
を学ぶことができました。維新ふるさと館で
は，鹿児島の歴史について改めて多くのこと
を知ることができました。
　二日目の龍門司坂では，坂が急でとても疲
れましたが，高倉展望所へ着くと，とてもき
れいな景色を見ることができ，嬉しかったで
す。
　この二日間よい経験ができ，とても勉強に
なりました。

鹿児島ホテル短期大学校の見学 龍門の滝の前で集合写真（３年生）
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　７月15日（水）に，ホテル観光科３年生22名の生徒が，ホテル知識のスキルアップを目的に，テレ

ビなど地元メディアでも活躍している，温泉ソムリエ師範六三四（むさし）様を講師にお迎えし，「温

泉ソムリエ認定セミナー」を行いました。

　３時間にわたり，入浴法や泉質をはじめ，温泉に関する基礎知識を受講した後，認定試験にチャレ

ンジし，22名全員が「温泉ソムリエ」の資格を取得することができました。

　８月19日（水）に３級レストランサービス技能士国家資格１

次学科試験を，ホテル観光科２年生12名が受験しました。

　国内唯一，高校生が受験することに，他の現役のホテルスタッ

フや，ホテル専門学校生から驚きの声が聞こえました。

　９月に学科試験の合格発表があった後，合格者は，２次試験

の実技試験にチャレンジし，資格取得を目指します。

レストランサービス技能士国家試験とは？
　レストラン技能の程度を検定し，これを公証する国家検定制度です。技能と地位の向上を図るこ
とを目的に，職業能力開発促進法に基づき行われています。
　技能検定試験は，一般社団法人日本ホテルレストランサービス技能協会が「指定試験機関」とし
て技能検定の試験業務を行います。 料飲サービスのプロとして，料飲サービスに関する資格とし
ては唯一の国家資格であり，現在全国のホテルがこの受験を推奨しています。

３年生「温泉ソムリエ認定セミナー」を行いました
～おもてなしの心と素敵な笑顔でチャレンジ～

レストランサービス技能士国家試験を受験しました
～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３年
木田　清圭 さん

（武中出身）

　私は今回のセミナーで，
温泉に関する知識と資格を

取得することができました。
　受講内容は，専門用語が多く，理解に苦戦
する部分もありましたが，無事に認定証をい
ただいた時の喜びは大きく，とても良い経験
になりました。
　この資格を自分の強みとして，今後の進路
や就職に活かしたいと思います。

全員取得できました

国家資格の資格証
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　株式会社ヒガシマル様のご提案により，日置市または鹿児島県の農水産物を使用した地産地消の商

品開発に取り組んでいます。生徒同士でアイデアを出し合い，グループごとにレシピ作成・試作を行

いました。

　分量を変えたり，盛り付けを考えたり，試行錯誤することで，商品開発の難しさを感じながらも，

楽しさや達成感を味わっていました。

　今後，株式会社ヒガシマル様との意見交換をしていきながら，生徒たちが考えた商品が形になるの

を期待しています。

共同商品開発に取り組んでいます！

～今回使用した商品～ 真剣に作っています…

～うどんを使ったレシピ～

～皿うどんを使ったレシピ～

～そうめんを使ったレシピ～
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ビジネス情報３年
中越　泰岐 君

（松元中出身）

　私は卒業後，事務の仕事
に就きたいと考えています。

その理由は私が高校生活で取得してきた簿記
検定や電卓検定など多くの資格を活かすこと
ができると考えたからです。
　無事に志望した就職先に就けるよう面接指
導等の進路活動や学力の向上に向けて取り組
んでいきます。

ビジネス情報科３年
迫田　浩太 君

（東市来中出身）

　私は，ビジネス情報科に
入学して，いろいろな知識

や技術を身に付けました。しかし，まだまだ
未熟だと思い，もっと数多くのことを学ぶた
めに専門学校の大学併修科で大学の学士を取
得できる進学先に決めました。合格するため
に頑張りたいと思います。

　夏季休業中にビジネス情報科では，３年生を対象に三者面談を実施し，生徒，保護者，担任の３人で進

路について話をしました。

　商業の知識を活かして就職を希望する生徒がいたり，今より更に知識や技術を磨きたいという気持ち

で進学を希望する生徒がいたりと，面談の内容は様々です。希望する就職先や進学先の受験基準を確認

し，今自分に準備できることは何であるかを考え，思い描く将来を少しずつ具体的なものに整えていきま

す。大切な進路選択を真剣に，そして一生懸命自分と向き合いながら考えています。全員が自分の進む

べき道を見つけ，気持よく新生活を始められるように職員一同サポートしていきます。１，２年生の皆さ

んは，３年生になってから慌てて進路選択をすることがないように日頃から自分はどんな将来に進みたい

のか意識して生活しましょう。

　10月からいよいよ就職試験が始まります。ビジネス情報科３年生，一人一人が夢に向かって進み始め

ます。

三者面談実施

希望する進路を実現できるよう話し合いました
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被服製作技術検定に挑戦！～１学期の総まとめ～

全国高校生デザイン画コンクールに入選

　ファッションデザイン科１年生から３年生まで全国高等学校家庭科被服製作技術検定に挑戦しまし

た。今回は休業や大雨の影響で練習時間が短い中，放課後や自宅で懸命に練習に励みました。実技試

験前には，お互いに手順を何度も確認する姿が見られました。「心を一つに，頑張るぞ！」の掛け声を

かけて試験を開始し，制限時間いっぱい真剣に取り組みました。

　ファッションデザイン科１年の高田華穂さんが神戸の専門学校主催の全国高校生デザイン画コン

クールに入選しました，高田さんは，絵を描くことが好きで日頃から自分の好きなテーマを描いてい

ます。今回の受賞を励みにこれからの活躍が期待されます。次に受賞した作品と本人の感想を紹介し

ます。

ファッションデザイン科1年
高田　華穂 さん

（皇徳寺中出身）

　全国高校生デザイン画コン
クールで入選することができ

て大変うれしく思います。今回のデザイン画は現
代風の堕天使をイメージして描きました。天使の
羽根とコウモリのような羽根をつけてかわいらし
さと闇を表現しました。
　もっと上手く自分の好きなものを表現できるよ
うにこれからも頑張ろうと思います。

ファッションデザイン科２年
上園　はるり さん

（桜丘中出身）

　私たち２年生は，被服製作技
術検定和服２級を受けました。

　内容も難しくなり，３時間の制限時間内に仕上
げるためには，時間配分が大変でした。少しのミ
スはありましたが，時間内にしっかりと作り終える
ことができました。できるだけ高得点で合格できる
といいと思います。２年生は和服２級じんべいに挑戦！

受賞作品
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いよいよ鹿児島も梅雨明けが宣言さ
れ，夏本番となってきました。夏とい
えば花火大会やお祭りなどイベントも
目白押しですが，今年は新型コロナウ
イルス感染症の影響でそういったイベ
ントもなく，物足りない夏になりました。

鹿児島城西高等学校に勤務して４か月が過ぎました。教
師としての毎日はわからないことばかりで，周りの先生方や
生徒たちに助けられながら今日まで過ごしてきました。私が，

生徒だった頃は，調理師免許を取るという同じ目標を持っ
た仲間と時に良きライバルになりながら勉強や実習に取り組
み，放課後は吹奏楽部で本番に向けて仲間たちと曲を練習
し，充実した楽しい毎日を過ごしていました。
生徒たちと関わっている中で，感じることがあります。そ

れは，生徒たちは今から自らの道を選択できるということで
す。高校生だから当たり前のように思いますが，その「今」
を大切にしてほしいと私は思います。特に３年生は進路を決
める時期になり，自分の夢や目標と向き合うことが多いので
はないでしょうか。調理科にいても他の職業に興味が出てき
た人や，調理を学んでさらに料理に対する熱が高まった人も
いると思います。他の学科の生徒も同じで高校生活の中で
将来の夢を見つけていく大切な時期が「今」だと思います。
私の好きな歌詞の中に“小さい時は夢を持ちなさい，大人

になれば諦めなさい，その狭間でまた朝まで眠れぬ日も変わ
らず陽昇って”というフレーズがあります。この歌詞は，眠れ
ないくらい夢のことを考えても答えは見つからずに，また同
じ朝を迎える日の繰り返しでもどかしいという情景が浮かび
ます。まさに18歳～20代頃の若者に向けたメッセージだなと
感じました。私自身，あの時こうしておけば…と反省するこ
ともありますし，自分のやりたいことを周りに言えず，悩ん
だ時期もありました。でも，自分の意思を強く持ち，行動に
移したら夢は叶いました。そんな経験があるからこそ，高校
生のみなさんには夢をもってほしいし，そのためのアドバイ
スやサポートを一人一人にしたいという思いがあります。そ
して，夢を叶えたら終わりではなく，次は目標を作りそれに
向かって努力することで，成長できると考えています。私の
目標は，頭の引き出しが多い人になることです。今までは料
理の分野を中心に勉強してきましたが，色々な本を読んだり
人と会話をしたりして幅広い知識を付けていきたいです。
夢を持ったからには，後悔しない道を選択し，またそこで

迎える困難や壁に立ち向かえるような生徒を育てていきたい
と思っています。自分の人生は自分が主役なんだ！と胸を張っ
て言えるように，まずは「今」できることを一緒に考えてい
きましょう。
今の自分が在るのは周りに支えられているからという感謝

の気持ちを忘れずに。

「夢と向き合う“今”の自分」� 調理科　酒瀬川　友美



9・10月行事予定
日 曜日 行　　　　　　　事

9／1 （火） 始業式，ＨＲ役員選出，通学時指導，容儀指導，福祉共生専攻科入学願書受付開始
２ （水） 全校書取50問，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（７Ｈ　２年）
17 （木） 保護者教育相談（16：00 ～）
18 （金） 福祉共生専攻科入学願書受付締切
24 （木） 第５回全校書取
25 （金） ３学年理事会
28 （月） 寮点検，第２回研修旅行事前指導（６Ｈ　２年　奄美大島コース）
29 （火） 第５回数学小テスト
30 （水） 特別作業（６Ｈ）

10 ／1 （木） 中高連絡進学説明会（２Ｈ下校）
２ （金） 出陣式（３年）
５ （月） 通学時指導，研修旅行説明会（６Ｈ）
７ （水） 中間試験
8 （木） 中間試験
9 （金） 中間試験
10 （土） 第12回吹奏楽部定期演奏会
13 （火） 第５回英語小テスト，第２学年研修旅行（奄美大島コース）（1班）～15日，歯科検診
14 （水） 第２学年研修旅行（奄美大島コース）（２班）～ 16日，歯科検診
16 （金） 就職試験開始
19 （月） 容儀指導（６Ｈ）
20 （火） 第６回全校書取，語らいの週間（ＳＢ1～５番線）
21 （水） 防災訓練（７Ｈ），寮生指導
23 （金） 全学年妙円寺詣り（1～３Ｈ），特別作業（４Ｈ）
24 （土） 第２回一日体験入学（各学科）
25 （日） 一日体験入学（各学科）予備日
26 （月） 年金セミナー（３年），「未来を担う私たち」に関するＨＲ（1年），

語らいの週間（ＳＢ６～ 10番線），進路希望調査配付（２年）
27 （火） 語らいの週間（ＳＢ11 ～ 18番線），第６回数学小テスト
28 （水） 伊集院地区進学説明会，大学入試に関わる説明会（２年）
29 （木） 語らいの週間（ＳＢ利用以外）
30 （金） 愛好デーワックス掛け（ＳＢ13 ～ 18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。




