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私は平成3年3月に,鹿児
島城西高等学校国際ホテル
観光科（現・ホテル観光科）
を卒業し, 4月に帝国ホテ
ル東京へ入社をしました。

夢と希望を抱きつつ，大都会へ飛び込ん
だ初めての新居は，６畳程度の広さに２名
1室，エアコンはなく，風呂トイレが共同
のとても古い社員寮でした。
同じ屋根の下で暮らす地方から入社した
同期は，入社後しばらくしてそれぞれの部
署へ配属され，寮に帰ればどこからともな
く皆が集まり，一日の苦楽を互いに話した
記憶を，今でも鮮明に覚えています。
そんなある日，寮へ帰ると，客室係に配
属になったある同期が，身体を揺さぶりな
がら大泣きしている姿を目にしました。彼
にその理由を聞いたところ，毎日数多くあ
る客室のトイレ清掃だけを任され，苦痛を
理由に，会社を辞めて田舎へ帰りたいと更
に大泣きする始末。
気がつけばその周りに数多くの同期が集
まり，更に話を進めるうちに，その悲しみ
はいつしか和み，気持ちを新たに仕事へ取
り組む日々が続きました。
帝国ホテルに一度お泊まりいただいたお
客様については，チェックアウト後の部屋
を確認した上で，全てデータ化され，お客
様の「生活リズム」を把握し，次にお泊ま

りいただく際に，枕の固さや好みの位置な
ど「程よい生活リズム加減」にセットする
こと。ベットのシーツは，10円玉を落と
した際，跳ね返る程「ピンっ」と張って敷
くことなど，いつの間にかあの大泣きして
いた彼が，客室清掃を語る「プロ」へと成
長していました。
その客室清掃の「プロ」が，ある日私の

部屋に遊びにきた時のこと。何気なく部屋
を見渡し，脱いだ洋服はそのまま，様々な
物が散乱するなど，酷く散らかった部屋の
状態を見て，ふと「君の今の心の中はこん
な感じだよ」と言われました。
後に私はその意味を理解しました。彼は苦

難を乗り越えた方法の一つとして，あの古び
た寮にある自分の部屋を，とことん綺麗にす
ることを心がけたとのこと。部屋を綺麗にす
ることにより，心の整理ができ，仕事に取り
組む姿勢が確立されたと教えてくれました。
母校の教師となった今，作業時間の度に

ふと彼の言葉が頭をよぎります。
汚れている部分を，自分の足りない部分

や，反省する部分へと置き換え，雑巾片手
に床に膝をつき，汚れた部分を綺麗に磨く…。
作業時間は私にとって「自分を見つめ直

し，心を磨き上げる時間」として，今後も
有効活用していきたいと思います。
ちなみにその彼は，帝国ホテルフロント

責任者として現在も頑張っています。

作業時間は「自分磨き」

ホテル観光科　科長　有 馬　誠 義
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　第68回体育祭が本校グラウンドにて開催されました。２学期に入り, 各学年で練習を行い，約２週

間という短い期間での準備でしたが開会式から最後の閉会式まで，各種目の競技に全力で取り組む姿は，

見ている私たちにも感動を与えてくれました。

　生徒たち熱戦が繰り広げられた結果，総合優勝，理事長杯（応援合戦に対する賞）ともに青団に授与

されました。

　熱気あふれる生徒たちに対し，たくさんの保護者の皆様から温かいご声援をいただき，非常に素晴ら

しい体育祭となりました。本当にありがとうございました。

第68回 体育祭開催！

開会式の様子 選手宣誓

紅団応援演舞 青団応援演舞
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　今年はコロナ禍の影響で，学年ごとの実施となりました。しかし，コロナ禍に負けず学年ごとの思い

出に残る体育祭となりました。特に３年生進学体育科による集団行動や各学年ごとのアスリートリレー，
学級対抗リレーは，熱気溢れる大声援に包まれました。競技結果は次のとおりです。

第68回 体育祭　競技結果

1年　～　煌　みんなで燃やすか城西の心 ～
2年　～　燃やせ闘志, ちらせ火華, 感動を永遠に ～
3年　～　百花繚乱　一人一人が輝く最高の体育祭 ～

１年生
優　勝………………紅　団

　男子サッカー部
　女子バレー部

２年生
優　勝………………青　団

　男子サッカー部
　女子バレー部

３年生
優　勝………………青　団
理事長杯……………青　団

　男子サッカー部
　女子バレー部

２年　マッスルウーマン ３年　アスリートリレー

２年　長縄飛び ３年　進学体育科による集団行動

競技結果
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最後は，仲間とともに

　今年度は，学年わかれての体育祭となってしまいました。３年生は高校生活最後の体育祭となりコロ

ナウイルスにも負けない，各応援団が熱のこもった演舞を披露しました。7月末の団員編成に始まり，

夏季休業中や放課後の練習，そして体育祭当日の早朝まで，限られた時間の中で勝利を目指し全力で取

り組んできた姿は，見ている私たちに感動を与え大喝采が沸き起こりました。

第68回 体育祭
応援団，熱戦を繰り広げる

進学体育科3年Ｂ組
今村　舞限 君

（武中出身）

　私は，紅団応援団長を務
めさせていただきました。大

雨や新型コロナウイルスの影響で夏季休業中の
練習時間が少ない中でしたが，本番ではこれま
でで一番の演舞を行うことができました。高校
生活の思い出の1つです。
　3年生は，進路決定もあるので頑張っていき
たいと思います。

普通科3年A組
寺師　幸多郎 君

（吉田南中出身）

　私は，人生で初めて応援
団長を務めさせていただき

ました。練習時間も少ない中，皆で励まし合
い協力し合いながら本番を迎えることができ
ました。その結果，総合の部・応援の部とも
に優勝することができました。
　団員との絆も深まり最高の体育祭になりま
した。

青団 紅団
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　８月５日（水）～７日（金），８月25日(火) ～ 29日(土)の８日間に分けて，中学生を対象とした一日体

験入学を実施しました。今年度も1700名を上回る多くの中学生に参加していただき，各学科と部活動

で有意義な時間をすごされたと思います。また，今年度も「ＪＯＳＥＩフェス」を開催，調理科とパティ

シエコースが準備した軽食やスイーツを中学生と保護者の方にも楽しんでいただきました。

　10月24日（土）には，第２回一日体験入学と保護者説明会が実施されます。多数の中学生と保護者の

皆様のご参加をお待ちしております。

令和２年度　第１回一日体験入学
～多数のご参加ありがとうございました！～

▲ヘアーデザイン科 ▲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 ▲普通科 芸術文化コース ▲普通科 進学・公務員コース

▲社会福祉科 ▲ホテル観光科 ▲調理科

▲ビジネス情報科 ▲ファッションデザイン科 ☆JOSEIフェス



－6－

なぎなた部　部員募集中！

　なぎなた部が発足して，今年度で３年目を迎えます。非常勤講師の新坂知可子先生のご指導のもと，

毎週火曜日，木曜日，金曜日の放課後に体育館１階の道場で活動しています。また，なぎなた連盟のな
ぎなたの理念を大切にし各種大会にも出場しています。現在，部員を募集しています。初心者も大歓迎
です！興味がある生徒は，道場をのぞいてみてください。

「なぎなたの修練により心身ともに調和のとれた人材を育成する」
（なぎなた連盟　なぎなたの理念）

開会式 激しいせめぎ合い

一本！試合の順番を待ちます

相手の隙をうかがいます 閉会式
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　今年度で本校エイサー部が発足して５年目を迎えます。エイサーとは，沖縄県と鹿児島県奄美群島でお盆
の時期に踊られる伝統芸能です。旧暦７月15日の「ウークイ（お送り）」の夜に，下界に降りてきて帰りた
がらない先祖の霊を，太鼓を叩いて脅かし，再び送り出したのがその始まりとされていて，約400年の長き
に渡り受け継がれてきた歴史を持っています。エイサーには，ひとつの決まった型があるわけではなく，各
地域によってさまざまな特徴のある踊りが代々伝承されてきています。
　本校では，「いちゃりばちょーでー（一度出会ったら皆兄弟）」の精神を元に，地域芸能として親しまれて
きた伝統的な，エイサーの良さを大切にした，創作エイサーを，現在５名のメンバーで楽しんで覚えています。
部員数が少なくなってしまいましたが，まずは自分たちがエイサーを楽しみ，見てくれる方々に感動しても
らえるよう練習に励んでいます。
　コロナ禍の中難しいですが，様々なイベント等に参加出演できるよう精一杯頑張って行きますので今後と
もよろしくお願いいたします。

エイサー部
～鼓動～創作エイサーで活動中!! ～

普通科3年Ｅ組
寺師　杏 さん　　（喜入中出身）
　こんにちは，エイサー部の寺師です。今年度は部員数が少なくなり少人数での活
動を行っています。一曲の演舞を覚えるのに約1か月程の時間がかかりますが，練
習中のみんなの太鼓の音が心地よく，楽しく練習することができています。演舞披露
本番では，大きな声・堂々とした振る舞いを見てもらえるよう，これからも日々の練

習を部員全員で協力しながら頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。

普通科3年Ｄ組
赤井田　風我 君　　（重富中出身）
　こんにちは，エイサー部部長の赤井田と申します。私は入学時の新入生への部活
動紹介でエイサーのことを知り入部しました。初心者からのスタートで，先輩からい
ろいろ教わり，日々の練習を楽しんできました。現在は，コロナ禍のためイベント出
演等は難しい状況ですが，部員みんなで一致団結して練習に励んでいます。一日で

も早いコロナ禍の終息を願っています。今後も皆さんの応援をよろしくお願いいたします。
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ビクトリー寮では，トップアスリートを目指す生徒たちが，共同生活を行っています。新型コロナウ
イルス感染予防のため，できる限り外出を控えています。部活を一生懸命頑張っています!!!　今回は，

入寮して半年になる1年生のコメントと，生活風景の写真をご紹介します。

ビクトリー寮

進学体育科1年Ａ組
瀨脇　怜 君

（鹿児島育英館中出身）

　ビクトリー寮に入寮して，
約５か月がたちました。寮

生活にも慣れ，毎日が充実しています。寮生
活の経験は将来に役立つと思うので，大変で
すがこれからも楽しく充実した寮生活を送りた
いです。

進学体育科1年Ｂ組
大串　銀太 君

（佐賀県有明中出身）

　寮生活が始まり，もう５か
月がたちました。最初の２週

間は，とても長く感じました。また，生活の中
では，全部自分でしないといけないことばかり
で大変でした。寮生活は大変ですが，自分自身
を成長させることができるので，頑張ります。

進学体育科1年Ａ組
古城　颯大 君

（帖佐中出身）

　入寮して５か月がたちま
した。最初の1週間は，緊

張とわからないことが多く，1日1日が長く
感じました。しかし，先輩方がやさしく接し
てくださり，今では毎日が楽しいです。この
寮生活をもっと楽しみたいです。

進学体育科1年Ａ組
喜村　健太 君

（金久中出身）

　入学してから寮生活が始
まり，５か月がたちました。

中学生の時には，身の回りのことは親がしてく
れていました。今はすべて自分でしなければ
ならないので，大変ですが，自立していきたい
と思います。

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

現在，コロナウイルスによってソーシャルディスタンスが謳われ，人との距離をとらなければならな

い状況の中，人間関係までもが希薄なものになってしまうのではないかと懸念する声もあります。人と

人との関係で大事なのは一つに「会話」があると思います。しかし，現在のようにマスクを着用して距

離をとって話さなければならないのはとても寂しいことだと思います。

では，何で人と人の心を通わせることができるでしょうか。それは「元気なあいさつ」です。マスク

の上からでも笑顔は伝わりますし，明るく前向きで大きなあいさつは，人に元気を与えます。あいさつ

をしてもらった人も一日がぱっと明るくなりますし，あいさつをした人も心が清々しくなります。

今回は生徒会のあいさつ運動をしている生徒の実際の声と，いつも大きな声ではつらつとあいさつを

している空手部の生徒の声を聞いてみました。

進学体育科２年Ａ組
栗川　瑞生 君

（福岡市立梅林中出身）

　私たち空手部は毎日，朝
と放課後に校門に立ち，先

生方，そして在校生にあいさつをする「あいさ
つ運動」を実施しています。
　当初は，感じられないことも多かったですが，
この運動をしているうちに自分の心も元気にな
り，学校生活が楽しくなっていったのを実感し
ています。この取組が学校にあいさつの習慣
が広がるきっかけになってほしいです。

普通科２年Ａ組
馬込　博史 君

（錦江中出身）

　生徒会では，毎週月曜日
に，あいさつ運動を行って

います。現在はコロナ対策でマスクを着用し
ながらも活動を行っています。表情が見えな
い分，大きな声で明るく前向きな姿勢で取り組
むことを意識しています。私たち生徒会があ
いさつ運動で生徒たちに活気を持たせて，週
のはじめから元気よく学校で授業を受けてもら
いたいです。また，あいさつの大切さも伝えて
いきたいです。

あいさつ運動
～明るく前向きなあいさつでコロナに打ち勝とう!! ～
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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

　夏季休業中の８月20日（木），教職員の資質向上を目指し職員研修が行われました。

　本年度は，本校のスクールカウンセラーの中智子先生を講師としてお招きし，「学校カウンセリング

の実践について～１学期の生徒との関わりを通して～」というテーマで，講話をしていただきました。

　学校生活の実例や生徒の声，カウンセリングの専門的な資料を使いながら，自傷行為・自殺の背景や
ＳＯＳ，全ての生徒に寄り添うカウンセリングについての講話はとても心に残りました。多数の質疑応

答もあり，充実した貴重な研修となりました。

　今回の研修を活かし，全職員が生徒一人一人に寄り添いより良い指導ができるよう努めていきたいと

思います。

令和２年度　校内職員研修

校長先生によるあいさつ及び講師の紹介 生徒のＳＯＳについて話される中智子先生

カウンセリングについて質問も多数ありました 熱心に耳を傾ける先生方
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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 ～

守ってますか？　通学中のマナー！
○　通学時指導について
　本校では，毎月通学時指導を実施しています。まずは安全に登校がなされているかを各所に
担当の職員が立ち，見守りを行っています。交通安全指導と同時に，スクールバスが駐車場に
到着次第，下車指導や，本校生としてふさわしい端正な容儀であるか，正門で立ち止まって礼
や元気なあいさつができているか等の指導も併せて行っています。

○　自転車通学生のマナーについて
◦下り坂でのスピードの出し過ぎや並進，迷走をしない。
◦信号無視や指示もなく道路の横断をしない。歩道の展示ブロックを踏まない。
◦イヤホンをしながら（音楽を聴きながら）運転しない。
◦一時停止を確実に行う。

○　バス，市電，JR等の公共機ある関における乗車マナーについて
◦リュックを背負ったまま乗車し，後方の通行の妨げにならないようにする。
◦カバン等で座席を占有しない。カバンで通路を塞（ふさ）がない。
◦出入り口付近にたまるなどして，乗り降りの邪魔にならないようにする。
◦身体の不自由な方などに率先して席を譲る。
◦音楽を聴く際に，イヤホンから音が漏れない音量に調節する。
◦車内で大きな声でのおしゃべりや，飲食行為をしない。
　※スクールバスの乗車マナーも同じです。

○　徒歩通学時のマナーについて（伊集院駅からの徒歩通学生も含む）
◦横に広がって歩かない（歩道からはみ出さない）。
◦歩きスマホをしない。
◦クラクションなどの音にすぐに気付くよう，イヤホンをしたまま歩かない。

　自分の通学パターンを見て，守れているかチェックしてみましょう。もし，一つで
も思い当たることがあったら，すぐに改めましょう。自分自身が交通事故を起こさな
いことはもちろん，交通事故に遭わないように十分に気をつけて通学しましょう。

　「秋の日は釣
つる べ

瓶落とし」といって，日が暮れるのも早くなります。不審者に遭遇する可
能性もあります。万が一，不審者に遭遇した場合は次のことに注意して，身の安全を図
りましょう。

　１　大声で助けを求めるなど自分の安全を確保する。
　２　不審者に決して近づかない。
　３　安全確保後，早急に警察に通報する。
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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 ～

　新型コロナウィルスの影響を受けて，生徒の準備が遅れていることから例年９月の解禁を今年は，

１か月先延ばしにして10月16日（金）から採用試験等が開始されます。

今まで，外部講師による面接指導や，三者面談・履歴書・願書作成等，様々な進路活動を実施してき

ました。特に履歴書は，選考用の資料として自己ＰＲを基に実際に会って面接をしたい人材かどうかを

決める重要な判断材料です。夏季休業中に何日も登校し，履歴書を書き上げた生徒もいます。

これまでの進路活動の成果を十分に発揮できるよう，進路指導部・担任・生徒が一丸となって頑張り

ましょう。

ご家庭でも，下記の面接官が見るポイント項目を再確認しながら面接練習に取り組んでいただければ

と思います。

いよいよ本番!!　～就職・進学試験の開始～

面接官が見るポイント
①　第一印象
　→　身だしなみ（服装・頭髪・つめ・ひげ）

②　態度・動作・話しぶり
　→　入退室の動作，お辞儀（礼の姿勢・直立の姿勢）
　　　座り方，声の大きさ，言葉遣い，視線

③　話の内容
　→　表現力・理解力

ビジネス情報科3年
木原　萌海 さん

（串木野中出身）

　私は，就職に向けて面接
指導や履歴書作成などに取

り組んできました。また，夏休みを利用し，目
標としている職場の見学にも行かせていただ
きました。
　企業の方が丁寧に説明をしてくださり，改め
て職場見学に行って本当に良かったなと感じ
ました。今まで取り組んできた成果を発揮で
きるように，全力を尽くしたいと思います。

調理科3年Ａ組
藤村　春輝 君

（鴨池中出身）

　私は，進路活動の一環と
して企業体験に行かせてい

ただきました。
　体験先では今まで耳にしたことのない専門
用語が飛び交っており，ひとつひとつの料理に
時間をかけてひと皿を丁寧に仕上げている姿
勢など社会人として働くために身に付けなけ
ればいけない知識や技術を多く学びました。
就職試験に向けて緊張感を持って全力で頑
張っていきたいと思います。
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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～

第１回一日体験入学が無事終了しました。多くの中学生の皆さんが参加してくださいました。ありがと
うございました。今回は，早速なのですが第２回一日体験入学のご案内をしたいと思っています。第１回
に参加してくださった人も，参加できなかった人も多くの参加をお待ちしています。第２回一日体験入学は，

10月24日(土)に実施します。実施内容は，下記のとおりとなっております。たくさんの中学生の参加をお
待ちしています。

～第２回一日体験入学のご案内～

実施学科 講習内容 募集
人員 持参品

ヘアーデザイン科

「美容師の夢実現！」　～ここで決めよう～
　○ヘアカット体験
　○ワインディング体験(髪の毛に巻いてみる)
　○ネイル体験（ネイルアートに挑戦）

50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

「ようこそ！！ＪＯＳＥＩエステへ！！」
　○フェイシャルエステ＆フットケア体験
　○キラキラハロウィンボディジュエリーの体験
　○ハロウィンアートでオリジナルネイルチップを作成
　○ハロウィンメイク体験（アイメイク）

50名
生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

進学体育科 ※　保護者説明会のみ実施

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～
　○スクラッチを使ってゲームプログラミングに挑戦
　○…ゲームの動作を実際にプログラミングし，プログラムの仕組み
を学ぼう

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

「ハロウィン限定ＪＯＳＥＩモンブラン」
　　～お皿にチョコペンで飾り付けをしよう～
　○…プリンの上にモンブランクリームを絞りフルーツなどの飾りつ
けをします

30名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き
エプロン，三角巾
　※材料費300円(当日徴収)

芸術文化コース

プロから学ぶストリートダンス
　　～ダンス基礎とオリンピック種目に挑戦～
　○Hip…Hopダンスでダンスの基礎を身に付けよう
　○オリンピック種目になったBreakダンスに挑戦

20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

進学・公務員コース 「高校入試突破」～ Let's Enjoy Special Lesson ～
　○高校入試に向けて英・数のスペシャルレッスン

25名
生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

共生コース
「アイスブレーキングを楽しもう！」
　○ネームプレート（木工作品）を作る
　○みんなと一緒にパソコン操作を楽しむ

20名
生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

ドリームコース
「新しい自分を発見しよう！」～夢へのステップ～
　○テーブルマジック体験
　○夢を実現した卒業生の体験談

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

「介護福祉国家試験にチャレンジ」
　　～基本的な問題を一緒に解こう! ～
　○介護福祉国家試験問題に挑戦！
　○専門的な用語や内容を分かりやすく解説

20名
生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

ホテル観光科

「最新の接客スタイル体験」
　　～最新のホテルサービスを体験しよう～
　○…オリジナルノンアルコールカクテルの商品開発とネーミング体験
　○…レストランサービス技能士国家資格実技試験のデモンストレー
ション披露

25名
生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

調　　理　　科

「オリジナルピザを作ろう」
　　～生地はカリッとチーズがトローリ～
　○…ピザ生地を伸ばして12種類のトッピングから好きなものを乗せ
て自分だけのピザを作る

　○デザート付き！

40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)

ビジネス情報科

「ビジネス実務を体験しよう」
　　～電卓操作や帳簿作成に挑戦～
　○電卓操作の解説があります
　○パソコンを使って家計簿やおこづかい帳などの帳簿作成に挑戦

20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

「秋色ビーズとパールのブレスレット制作」
　～初めてでも大丈夫！　今人気のビーズアクセサリーを作ろう～
　○…秋色のビーズをアクセントにして，大きさの違うパールを組み
合わせて作ります

　○アクセサリー制作に必要な金具のテクニックを学ぶ

25名
生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き
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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 ～

● 第１回一日体験入学を実施しました！ ●
～オリジナルのうちわを作ろう！～

● ダンス練習，頑張っています！！ ●

８月25日（火）～28日（金）の日程で，第１回の体験入学が実施されました。普通科共生コースでは，「オリジナル
のうちわを作ろう！」と「アイスブレーキングでみんなと仲良くなろう！」の二つをテーマに，中学生の皆さんに
楽しんでもらおうと企画しました。中学生の皆さんは，最初は緊張した様子でしたが少しずつ会話が増え，終わ
るころには仲良く話をする場面も伺えました。
オリジナルのうちわ作りに励み，個性あふれるたくさんの作品ができあがりました。アイスブレーキングでは，

体を動かしていくなかで，本校本学科の魅力に触れていただけたのではないかと感じています。
中学生の皆様・保護者の皆様におかれましては，新型コロナウイルス感染拡大防止策としての分散による体験

入学の実施でしたが，大勢の参加をしていただきました。また，手指消毒や手洗いうがいのご協力をしていただ
きまして，誠にありがとうございました。

普通科共生コースでは，２年生の授業の一つにダンスがあります。専門の先生にいちから教えていただきなが
ら頑張っています。毎年，１１月に行われる文化祭の中で発表する場があり，その舞台に向けて練習に励んでいます。
今年はダンス部に所属している生徒も数名いるので，先生から教えていただくだけではなく，生徒同士でもわか
らないことを教え合い，踊れる生徒にお互いに質問し合ったりするなど，切磋琢磨の中で練習をすることができ
ています。指導されている先生からも「みんな一生懸命に練習するから，教え甲斐がありますね」といったコメ
ントも頂きました。
１１月の文化祭で発表されますので，私たち職員も楽しみにしています。また，本校特設インスタグラムなど
でも，ダンス映像などお届けできたらと考えておりますので，そちらの方もチェックしていただけると幸いです。

職員と補助生徒が一人一人丁寧に教えました！

振付を覚えている最中です！

アイスブレーキング中（後出しじゃんけん大会）

最後は決めポーズで！
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一日体験入学

ヘアーデザイン科3年
中原　聖奈 さん

（枕崎中出身）

　私は，今年も体験入学のお手
伝いをさせていただきました。

　新型コロナウイルスの影響で密になり過ぎないよ
う，これまでに比べて小人数での実施となりました
が，その分コミュニケーションやヘアアレンジのアド
バイスがしっかりできました。
　この体験入学で，少しでも入学者希望者が増えて，
鹿児島城西高等学校がもっと盛り上がってくれるこ
とを期待しています。

ヘアーデザイン科２年
梶丸　星奈 さん

（和田中出身）

　私は今回初めて補助生徒
として一日体験入学に参加

させていただきました。
　人に技術を教えるということが初めての体
験だったのでとても緊張しましたが，ヘアー
デザイン部の先輩方や友人たちのおかげで楽
しい雰囲気を作ることができました。
　私も先輩方を見習って，後輩に尊敬される
ような人になれるよう今後も頑張ります。

ヘアーデザイン科は今年の一日体験入学で，ヘアーデザイン部の生徒たちが中学生にワインディン
グとセッティングの指導を行いました。
　例年ミニヘアショーを披露したり，卒業生が美容師の仕事について講話をしていましたが，今年は
新型コロナウイルス感染症拡大を予防するため短時間・少人数での実施となり，いつもより少し寂し
い中ではありましたが，一人一人にしっかりサポートができたように感じます。
ワインディング体験ではロッドの巻き方を，セッティング体験ではホットカーラーの巻き方や編み
込みなど，中学生の皆さんも楽しそうに体験していました。
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一日体験入学
「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～

８月５日（水）から８月７日（金），８月25日（火）から８月27日（木）の計６日間，本年度１回目の一
日体験入学が実施されました。トータルエステティック科では県内各地から200名近くの中学生が参

加してくださいました。授業で行うエステ・メイク・ネイル・ボディジュエリーを，現役のプロから

学び，普段できない美の体験をしました。フットマッサージや韓国メイク・浴衣メイク，手鏡作製な

ど，短い時間の中で盛りだくさんの体験をし，参加した中学生は充実した楽しい時間を過ごせたとと
ても喜んでいました。

自宅でできるフットマッサージを伝授♪学科長による学科説明の様子です！

手鏡にボディジュエリーを施しています☆ アイメイクの実践！上手にできました♪
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一日体験入学を実施しました

社会福祉科1年
本阿弥　朋哉 君

（皇徳寺中出身）
　今回，初めて一日体験入学の補
助をしました。初めのうちは補助
の内容や動きを把握しきれず戸惑

いましたが，先輩の様子を確認しながら徐々に覚え，
日を重ねるごとに補助としての役割をしっかり努め
られるようになったと思います。
　この経験は，自分にとって社会福祉科生として貴
重なものとなりました。

８月５(水）・６(木)・７(金)・25(火)・26(水)・27日(木)の６日間，中学生に向けて体験入学を実施し
ました。今年は，新型コロナウイルス感染防止対策を十分施した上での実施となりました。最新機器を
活用した専門的な介護技術の体験や説明を受け，介護に興味や関心を高めた中学生も多く見られました。
夏季休業中の貴重な時間のなか，大切な進路選択の判断をするため参加した中学生の皆さんに心から

エールを送るとともに，是非社会福祉科に入学していただき，未来の社会福祉のプロフェッショナルを
目指してほしいと思うことでした。

学科の説明と補助生徒の紹介 認知症ＶＲ体験

食事介助体験 おむつ交換体験



－18－

キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ

　今年度は新型コロナウイルスの影響で全学年での実施ができなくなり，学年別での体育祭となりま

した。１年生にとっては初めての体育祭，２年生にとっては２回目，３年生にとっては最後の体育祭

となりました。特に１年生は何も分からない中，進学体育科の生徒を中心によく動いてくれてどの学

年の体育祭も大きな問題，怪我もなく終えることができました。

　来年度こそは，全学年で実施し，今年度以上に盛り上がった体育祭を実施できるようにしていきた

いと思います。

学年別体育祭を実施

進学体育科3年B組
砂川　侑弥 君
（那覇市立安岡中出身）

　高校最後の体育祭が学年
別となってしまったのは非

常に残念でしたが，集団行動やアスリートリ
レーなどでは今まで切磋琢磨してきた仲間と
最高の思い出を作ることができました。
　3年生はこれから進路活動が本格的に始ま
りますので進路に向けても頑張っていきたい
と思います。
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　８月５日（水）～７日（金），25日（火）～ 27日（木）の計６日間，一日体験入学が行われました。進学・

公務員コースでは，中学生・保護者74名が参加しました。公務員試験の適性問題や数的処理，高校

入試対策などわかりやすく，楽しく授業の体験をしていただきました。また，鹿児島県庁，いちき串

木野市役所に勤務されている，本コース卒業生２名から体験講話もあり，参加した中学生，興味深く

聞いていました。

進学・公務員コース 一日体験入学開催!!

参加した中学生の声
☆英語と数学の授業を受けましたが，先生方
も優しくとてもわかりやすくて楽しく受け
ることができました。（川辺中Ａさん）

☆英語と数学が苦手でしたがわかりやすく教
えてくださり，わかるようになりました。
（川内南中Ｂさん）

☆苦手な英語があったけど，先生の説明がわ
かりやすく解くことができました。（垂水
中央中Ｍさん）

☆部活動と勉強の両立ができるのが，すごく
良いなと思いました。（星峯中Ｔさん）

普通科２年Ａ組
進学・公務員コース
染川　陽乃 さん

（蒲生中出身）

　私は一日体験入学に補助
員として参加しました。中学生が鹿児島城西
高等学校に，より興味を持ってもらえるよう
コースの説明やJOSEIフェスの案内をしまし
た。短い時間でしたが，中学生の皆さんが少
しでも楽しかったと感じていたら嬉しいです。
来年度，入学してくれる1年生が楽しみです。
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ホテル観光科の募集活動として，本校試食室で一日体験入学を行いました。
今年度は新型コロナウイルスの影響で，８月５日（水），６日（木），７日（金），25日（火），26日（水），

27日（木）の６日間に日を分け，また，今までのサービス概念を払拭し，新型コロナウイルス感染防止
策を講じた，「新しいサービス様式」を模索しながら行いました。
多くの中学生に参加していただけるかと不安もありましたが，例年より多くの中学生が参加しました。
今後は，一人でも多くの中学生がホテル観光科に入学し，一緒に「夢実現」に向け挑戦できることを

期待しています。
以下に一日体験入学の様子を写真で紹介します。

８月19日（水）に福岡県で行われた「レストランサービス技能士３級」の学科試験（１次）に，２年生
10名の生徒が合格しました。次は10月13日（火）に行われる実技試験（２次）に挑戦します。以下に合
格した生徒の感想を紹介します。

一日体験入学
～おもてなしの心と素敵な笑顔で歓迎～

学科試験に合格しました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で合格～

ホテル観光科２年
末吉　唯 さん　　（串木野中出身）
　私は今回1次試験である学科試験に合格することができました。
　はじめは覚える事が多く不安になり，練習問題ではなかなか結果が出ず焦ることもあり
ましたが，みんなで情報を共有し教え合い，ともに励まし合い様々な壁を乗り越えました。

　受験当日は，準備を万全にし，みんな落ち着いて試験に臨み，悔いなく終えることができたと思います。
　２次の実技試験も練習を行い，みんなで合格できるよう頑張ります。

令和２年度レストランサービス技能士３級国家資格１次試験合格者
下見　天志君（高知県土佐清水市立清水中出身）… 神渡　芽依さん（吉田南中出身）… 菊永　千花さん（知覧中出身）
五反田　愛梨さん（皇徳寺中出身）… 末吉　唯さん（串木野中出身）… 武　愛玲菜さん（吉野中出身）
前野　華さん（串木野西中出身）… 森木　麻央さん（加治木中出身）… 八色　穂香さん（皇徳寺中出身）
吉田　有良さん（甲南中出身）… 計10名

２次試験頑張れ!!

オリジナルカクテルの作製体験 「新しいサービス様式」でのサービス風景
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　前半の部８月５日(水)～７日(金)，後半の部８月25日(火)～ 27日(木)の６日間で，調理科一日体験
入学を行いました。今年も，調理に興味を持つたくさんの中学生にご参加いただき，クッキング部の
生徒たちがサポートをしながら一緒に楽しく料理を作っていました。自分で作った料理を試食して，「お
いしい！」「楽しかった」と笑顔も見られ，プロのコツを学ぶ体験ができ，充実した一日となりました。

　本校の一日体験入学では，調理科とパティシエコースがおいしい軽食を提供しました。調理科では
クッキング部の生徒がフランクフルト・焼きそば・カレーを作りました。たくさんの中学生や保護者
の方に喜んでいただけて，本校生徒も良い経験ができました！以下に，作っている様子と生徒の感想
を紹介します。

一日体験入学が行われました！

調理科1年Ａ組
福山　愛里 さん

（吉野中出身）

　私は，ＪＯＳＥＩフェスの
活動を通して，改めて時間の

大切さを学びました。初めてのことで戸惑うこ
とも多かったですが，頼りになる先生方や先輩
方に教わりながら，皆で協力して終わった時の
達成感は大きかったです。今回の活動で得たも
のを学校生活にも生かしていきたいです。

調理科1年Ｂ組
上野　夏輝 君

（川辺中出身）

　私は，体験入学の補助生
徒として参加して学んだこ

とは伝えることの難しさと大切さです。最初
は，緊張していた中学生も，話をするうちに
だんだんと笑顔がみられて料理を楽しんでく
れていました。体験入学に参加した中学生た
ちが，少しでも料理に興味を持ってくれたら
いいなと思います。

中学生に教える
クッキング部

今回作ったメニュー ▶
カルボナーラ
オムライス
BLTバーガー

～大きな釜と，鍋で調理をしています～

ＪＯＳＥＩフェスも頑張りました！
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ビジネス情報科1年
西　綺音 さん

（伊集院北中出身）

　私は，今回の体験入学で
多くのことを学びました。

人に教えることの難しさや，言葉遣いの大切
さです。また，今年は感染症拡大防止対策で
JOSEIフェスではフェイスシールドを付けて
食品を提供しました。貴重な経験をさせてい
ただきました。中学生にとっても特別な体験
入学になっていたらいいなと思います。

ビジネス情報科２年
藤井　美里 さん

（伊集院北中出身）

　私は学科説明のプレゼン
を担当しました。バルーン

アートの体験では授業で学んでいるコミュニ
ケーション能力を生かしスムーズに中学生と
会話をすることができました。更に，自分自
身のコミュニケーションの力を高められた気
がします。今回の体験入学で多くの中学生が
入学してくれると嬉しいです。

　８月に一日体験入学を実施しました。今年は例年より期間が長く，８月の前半と後半に分けて行われま
した。多くの中学生に参加していただき，ビジネス情報科の授業を体験しました。
　体験学習では，「パソコンでオリジナルのポストカードを作ろう！」というテーマで，写真撮影から加工
までの一連の作業を通し，簡単なパソコン操作を行いました。かわいいカードや思わずクスッとするよう
なおもしろいカードができていました。また，授業で取り組んでいるバルーンアートにも挑戦しました。
苦戦しながらも，楽しそうに取り組んでいました。高校生の丁寧で優しい声かけもあり，ビジネス情報科
の魅力を十分に伝えることができたのではないでしょうか。

☆夏の一日体験入学，無事終了☆
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一日体験入学
～ハンドメイドに挑戦しよう！～

　今夏の中学生一日体験入学でファッションデザイン科では，「ハンドメイドに挑戦しよう」というテーマ
で，３つの講座を実施しました。
　１日目の「ＵＶレジンのアクセサリー制作」は，アクセサリー枠にレジン液を流し込み，カラーレジン
やパーツでデザインしました。オリジナルのペンダントトップが完成した時は，みんな嬉しそうでした。
　２日目の「ファッション雑誌を使ったコラージュ」では，雑誌から好きなアイテムを切り取りレイアウ
トを考えて配置，フレームに入れてみました。
　３日目の「和柄の巾着ポーチ」は，ミシンを使って制作しました。本校生徒がマンツーマンで制作のサポー
トにあたり，参加者全員が仕上げることができました。
　今回の体験学習を通して，ファッションデザイン科は＂自分で考えたデザインを形にする楽しさや喜び
を味わえる学科＂だということを知っていただけたのではないかと思います。

ファッションデザイン科1年
及川　来海 さん

（伊集院中出身）

　私は3日間，体験入学の手伝
いをしてみて，いろいろなこと

を学ぶことができました。
　例えば，中学生とのコミュニケーションの取り方や
笑顔で対応すること，指示をテキパキとすることなど
です。最初は恥ずかしさや不安があり，うまくいかな
い時もありましたが，２回目，3回目と慣れていくう
ちに，教えることの楽しさや頼られる嬉しさを感じら
れました。また，先輩方の指示の仕方やコミュニケー
ションの取り方に感心しました。今回の経験を今後
に生かしていきたいと思います。

ファッションデザイン科3年
上萩原　未唯 さん

（吉田南中出身）

　先日，一日体験入学が行わ
れ，私は3日目の巾着ポーチ

の制作を手伝いました。中学生はミシンの使い方
にあまり慣れていないので，操作方法など一から
丁寧に教えました。大きなミスもなく，とても綺
麗に仕上がったので良かったです。また，制作中，
中学生とたくさんお話ができてとても楽しかった
です。たくさんの生徒さんが，ファッションデザ
イン科に関心を持ち，入学してくれることを願っ
ています。

ミシンの操作をいちから丁寧に教えました 手伝いをする中で，自分自身も学びました
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あなたは，どんな時に「よし，

頑張ろう！」と自分自身を応援

することができますか？私は自

分以上に頑張っている人の姿を

見た時です。「自分も大丈夫！

きっと乗り越えられる！」と思うことができます。

生活していると悩みが尽きません。みなさんと

同じくらいの年齢の時，楽しい学生生活の中でも，

一人になると将来のことや友人関係など悩みはた

くさんありました。社会人になった今でも，悩む

ことや迷うことがよくあります。いくつになって

も悩むのだと思います。ただひとつ，学生時代と

違うことがあります。それは，「自分で自分を応

援すること」ができるようになった気がします。

客観的に自分を見つめることができるということ

でしょうか。

今年はコロナ禍の影響もあり，外出できず家族

で過ごす時間が増えました。家族のために当たり

前のように働く両親や，猛暑の中，屋外で必死に

働く兄弟の姿を目にしました。家族の頑張る姿を

見て，「自分も！」と思います。「頑張り」はうつっ

ていくものなのかもしれません。

さぁ，あなたも隣にいる人を見てみてください。

頑張る力が湧いてきましたか？

「広まれ!!　頑張りの輪!!」� ビジネス情報科　瀬戸口　唯

入学金・授業料軽減費補助金について

　鹿児島県による「入学金・授業料軽減費補助金」対象者は，入学金軽

減費補助金については，学校納付金10月分で軽減し，授業料軽減費補助

金については，10月から３月まで毎月２か月分を軽減して学校納付金を

請求させていただきます。

　対象者は，10月号のレポートライフに案内を同封しておりますので，ご

確認ください。

【学校納付金振替日】
10月分
　10月15日（木）

11月分
　11月16日（月）
※必ず前日までに
ご入金ください。

お知らせ（事務局から）



10・11月行事予定
日 曜日 行　　　　　　　事

10 ／1 木 中高連絡進学説明会（２Ｈ下校）
２ 金 出陣式（3年3・4Ｈ　各ＨＲ役員）
５ 月 通学時指導，第２回研修旅行説明会（６Ｈ）
７ 水 中間試験
8 木 中間試験，福祉共生専攻科入学専攻
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）～ 15日，歯科検診
14 水 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 妙円寺詣り（一部の生徒で実施），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 「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），社会福祉科「感謝のつどい」
30 金 愛好デーワックス掛け（ＳＢ13 ～ 18番線）

11 ／２ 月 通学時指導，文化祭準備（５・６Ｈ）
3 火 文化祭
4 水 振替休日（11 ／3分）
５ 木 第６回英語小テスト
9 月 容儀指導（６Ｈ）
10 火 強化部訪問
11 水 ロードレース事前健康診断，3年生合同進路指導（７Ｈ）
12 木 第７回全校書取り
17 火 エステ科「感謝の集い」，第７回数学小テスト
18 水 思春期と健康の講演会（７Ｈ）
20 金 ロードレース
24 火 期末試験時間割発表
25 水 寮点検，内定企業への年賀状指導（７Ｈ），キャリアパスポート指導（1・２年　７Ｈ）
26 木 第７回英語小テスト
30 月 生徒会立会演説会（５・６Ｈ）

※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。




