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高校３年間は長いようで

短い。特に今年はコロナ禍

で激変する社会生活環境の

中で，臨機応変に対応しな

がら前向きに過ごす生徒の姿を見て，逞し

さを感じるとともに，長いようで短い高校

生活での深い思い出を残してほしいと思っ

ています。

私は生徒たちに勝負ごとに例えた話をよ

くします。勝つことは喜びを感じ成長を促

す機会になりますが，肝要なことは負け方

や終わり方だと感じます。勝負ごとに勝ち

負けはつきもので勝つことはもちろん重要

ですが，急速に変わりゆく社会に自らの力

で立ち向かっていける精神や心を育むこと

は，もっと大切なことだと思います。青年

期の挫折や敗北は，自らの身体を通して会

得した「適応力」と「気概力」を生み，厳

しい現代社会をリードしていく上で必要不

可欠なイノベーションを発展させ，あらゆ

る本質を見抜く力となり，そのことが社会

に求められる人材となる力だと考えます。

競争を好まない子供が増え，便利な日々

の生活環境がこの時代を覆い尽くし，自立

とは程遠い悪い生活習慣が子供たちの中に

浸透してきました。我慢や辛抱することに

ストレスを抱き，一つのことに信念を持っ

て集中し，継続して取り組むことのできな

い飽きっぽい子供が増えたといわれていま

す。何でも手に入れ与えられる時代に生ま

れた彼らのために，あえて「我慢」や「辛

抱」を与えていき，良い習慣を築かせて「努

力」の魅力を伝えていければと思います。

学園のキャッチフレーズの一つに「育て

よう　豊かな心と　思いやり」とあります。

社会で求められる人材とは，その「生きて

いることの価値」を知る豊かな心を持って

いる人で，その理念に基づいた思考や行動

が，誰からも頼りにされ，期待され，応援

される人材となり「求められる」というこ

とに繋がることになると思います。

私の担任する調理科３年Ａ組も11月を迎

え，高校生活の終わり方を考える時期にき

ています。私自身も生徒にとって本当に必

要なものは何かを考えながら行動できる教

師になれるよう日々研鑽していきたいです。

求められる人材とは

調理科　科長　花 田　　賢 一
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　９月19日(土)に放送された「ＫＴＳの日2020 ～テレビがつなぐ希望のエール～」において，歌手の

ナオト・インティライミさんからいただいた楽曲をアレンジして生演奏をさせていただきました。

　コロナ禍でほとんど活動ができない状況が続く中，このような機会を与えてくださり，ありがとうご

ざいました。吹奏楽部の皆さんにとっては一生の思い出となりました。

ＫＴＳの日
吹奏楽部×ナオト･インティライミさんコラボ

ビジネス情報科３年　吹奏楽部キャプテン
福留　玲奈 さん　　（桜丘中出身）
　9月19日（土）に「ＫＴＳの日」という番組で，私たち吹奏楽部が生放送で出
演をさせていただきました。ナオト・インティライミさんと夢のコラボという
ことで，私たちのために作ってくださった曲を３年生9人でアレンジして演奏

をしました。時間も無く，初めての挑戦で不安でしたが，本番では楽しく演奏ができました。３
年生のソロはそれぞれ自分たちで考えたのでみどころだと思います。
　コロナで悔しい思いや暗い気持ちの方がたくさんいると思いますが，今回の私たちの演奏で少
しでも前を向くことができるようにという思いが詰まった曲です。私たちにとって本当に良い思
い出と経験になりました。
　ナオト・インティライミさんをはじめ，ＫＴＳの方々には感謝の気持ちでいっぱいです。３年
生は今度の定期演奏会で引退となりますが，これからも鹿児島城西高等学校吹奏楽部の応援をよ
ろしくお願いします。

～本番に向けての練習風景～
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吹奏楽部顧問
郡山　俊一郎 教諭

　今回のこの企画で生徒た
ちは曲のアレンジに初挑戦し
ました。上手くいかないこと

や意見が割れることもありましたが，お互いの
意見に耳を傾け，協力し合うことで大きく成長
し，曲を完成させ発表することができました。
この瞬間を部員のみんなと共有できたことを本
当に幸せに感じています。
　ご協力いただいた全ての方に心から感謝申し
上げます。ありがとうございました。

ビジネス情報科２年
寳滿　希美香 さん

（重富中出身）

　先日，ＫＴＳの日に私た
ち吹奏楽部が出演させてい

ただきました。生放送での演奏でとても緊張
しました。本番は上手くいかないこともあり
ましたが，３年生の先輩方が考えたソロパー
トと私たちの演奏を多くの方々に聴いていた
だけてとても嬉しかったです。
　短期間でしたが，かけがえのない経験がで
きてよかったです。

～緊張と楽しさに包まれた～
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　10月13日（火）に，バレーボールの秋季日置地区大会が日吉体育館で開催されました。本校からも男

女バレーボール部が参加し，試合が行われました。日ごろの練習の成果を発揮し，男女バレーボール部

がアベック優勝と素晴らしい成績を収めました。これからも精進し多くの試合経験を重ねながら，心・技・

体の充実に努めてほしいと思います。以下に優勝した男女バレーボール部の感想を紹介します。

秋季日置地区大会

進学体育科２年Ｂ組
白坂　将 君

（谷山北中出身）

　10月13日（火）に日置地区
大会がありました。新チー

ムで初めて試合に出て，優勝できて良かった
です。私たち男子バレーボール部の目標は全
国制覇なので，これからも練習を頑張って，
勝つという気持ちを忘れずに取り組みます。
これからも大会で良い結果を残せるように頑
張りますので，応援よろしくお願いします。

ヘアーデザイン科２年
中間　葉月 さん

（金峰中出身）

　今大会は1・２年生の新
チームで出場し，優勝でき

ましたが，1月の新人戦に向けては，課題の多
い大会となりました。また，11月21日（土）から
は春高予選が始まります。1・２年生が３年生
をサポートしながら，1日1日の練習を大切に
し，個人とチームが成長できる素晴らしい取り
組みをしていきます。全員バレーで優勝を目
指しますので，応援よろしくお願いします。

優勝　 男子バレーボール部

優勝　 女子バレーボール部
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　10月13日（火）から15日（木）にかけて，２学年の奄美研修旅行を実施しました。昨年までは，この

時期に２学年全体で研修旅行をしていましたが，新型コロナウイルスの感染リスクを軽減するために

３月に延期し，研修先も関西・沖縄・北海道と国内のみに限定しています。学校のホームページや

instagramにも奄美で楽しく研修をしている生徒たちの様子を掲載していますので，ぜひそちらもご

覧ください。

Enjoy School Trip in Amami
～２学年奄美研修旅行～

10月の奄美はマリンスポーツもできます 人生初の泥染体験を全員が楽しんでいました

併設校である奄美看護福祉専門学校では歓迎会を
開いてもらいました

大島紬の試着体験をしました

調理科２年Ｂ組
生駒　康輔 君　　（加世田中出身）

　２泊３日の奄美研修を通し，カヌーやマリンスポーツ，泥染めなど様々なこ
とを体験しました。
　特に泥染め体験が印象に残っており，最初は泥と聞いていたのでどのように染

まるか気になっていました。染め終わった布を見ると，魅力的な色になっていたので感動しました。
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剣　道　部

　剣道部は２年生２名，１年生３名の計５名で活動しています。今年度は新型コロナウイルス感染症の

影響で，大会等への参加はできていませんが，日々稽古に励んでいます。

　毎週火曜日，木曜日に伊集院武道館で稽古をしているので，興味がある人は見学に来てみませんか？

～団体戦初勝利を目指して～

普通科２年Ａ組
香取　佑哉 君　　（三笠中出身）
　私たち剣道部は部員が増え，今年度から団体を組むことができるようになりました。
部員が増えたことで，稽古にもより一層身が入るようになりました。
　今年度はコロナの影響で大会等の中止が続きましたが，11月の地区大会，新人戦
と今後大会が続くので，団体戦，個人戦それぞれ全力を尽くして挑みたいです。
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　今回の鹿児島県高等学校新人弓道大会は10月10日（土）～ 11日（日）に行われました。

　新型コロナウイルスの影響で大会そのものもいろいろな対策を行いながら挑みました。

　大会では，高校に入学してから弓道を始めた生徒がおり緊張と不安の中，試合に参加をいたしました。

弓道部
～楽しみと不安の試合～

普通科２年Ｄ組
柿内　七音 君

（伊集院北中出身）

　私は，弓道部副部長を務
めさせていただいています。

弓道部は現在8名の部員で活動をしています。
　私は今回初めて新人戦に出場しましたが，
結果は惨敗でした。
　その代わりに沢山の反省点を見つけました。
まずは上手に緊張を抑えること，それから基本
の動作（射法八節）に忠実であることです。
　次の大会に集中力を持って臨みたいと思っ
ています。

普通科２年Ｄ組
山川　祥平 君

（伊集院中出身）

　私は高校に入学して，弓
道を始めました。

　今回初めての試合に出場しました。
　結果は惨敗なものとなりましたが，試合に出
て感じたことない緊張感を体験し日頃の練習
の大切さを感じることができました。
　次は，日置地区大会は10月22日（木）にある
ので，頑張っていこうと思います。
　今回の新人戦はとても良い機会だったと思
います。

調理科２年Ａ組
穂滿　桃花 さん

（桜丘中出身）

　私は，新人戦に出ました。
中学から弓道をやっていて

久しぶりの大会でした。
　結果は予選敗退してしまいましたが，これ
から練習をたくさんしていき，次の大会で少
しでも良い結果を残せるように頑張りたいと
思っています。
　応援をよろしくお願いします。
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肌寒さを感じ，早い日暮れに慌ただしさを感じていますが，学校内の木々の紅葉が生徒たちに季節感
を与えているようです。体育祭という大きな行事が終わりましたが，11月，12月も文化祭や各学科３
年生の保護者への感謝の集いなど大きな行事が盛りだくさんです。それらの行事に向けて，放課後，学
校で準備に取り組んでいる生徒も多いようです。寮生は，学校生活や部活動でのそれぞれの目標に向け
て，頑張ることはもちろん，普段の寮生活も寮のルールを守りながら，楽しく生活することができてい
ます。

これから寒い季節となり体調を崩しやすい時期になりますが，自己管理をし楽しい学校生活や寮生活
を過ごしてほしいと思います。

女子寮～秋の充実を支える寮生活～

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／サンライズ寮

ヘアーデザイン科1年
山本　琴音 さん　　（出水中出身）
　入学してから半年が経ち，入寮したばかりの頃はとても不安だった寮生活にも慣
れてきました。寮生活には様々な規則があり，自分の身の回りのことは自分でしなけ
ればなりません。
　私は女子バスケットボール部に所属しているため，最初は寮生活と部活動との両

立が大変に思うこともありました。しかし，寮生活のおかげで早寝早起きができるようになり，とても
健康的な毎日が過ごせています。
　学校生活もとても楽しく，充実しています。これからも寮生で協力し合い，みんなで頑張っていきた
いです。

定期試験に向けて勉強中 バスケットボール部の寮生
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

去る９月10日（木），14日（月），15日（火），本校の第68回体育祭を実施しました。今年度は，新型

コロナウイルス感染予防対策として，学年別での実施となりました。当日は，天候にも恵まれ，大きな

トラブルもなく，無事に体育祭を終えることができました。

生徒会役員は，実行委員長の体育部長 馬込博史君を中心に，この体育祭を成功させるために当日の

運営はもちろん，各ＨＲ目標を掲げるＨＲ旗の準備・計画や終了後の後片付けなど，多くのことに全力

を尽くし頑張りました。

３年生にとっては，高校生活最後の体育祭となり，良い思い出として記憶に残るものとなりました。１，

２年生もふれあいや伝統を糧として，文化祭やクラスマッチ，ロードレース等の今後実施予定の学校行

事に向けて，生徒・職員・生徒会役員一同が力を合わせて頑張っていきましょう。

第68回体育祭の成功を目指して頑張りました！

普通科芸術文化コース２年
馬込　博史 君　　（錦江中出身）
　今年は，体育部長として実行委員長を務め，体育祭の運営に携わりました。
　体育祭で使用する道具の管理や各競技においての様々な係を担当し，生徒会
役員一丸となって取り組むことができました。体育祭当日は，練習通りスムー
ズに進行することができ，体育祭を成功させることができました。来年は，今

回の体育祭で得た成果を活かし，今年以上に盛り上がる体育祭にしたいです。

実行委員長 馬込博史君のあいさつ

各学級のＨＲ旗

第68回体育祭テーマ
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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

　鹿児島城西高等学校では毎年学校に関する評価アンケートを実施し，保護者の方からの意見をいただ

いております。今回もアンケートにご協力いただき，ありがとうございました。その集計が終了いたし

ましたので，結果をご報告いたします。

　今回評価いただいた結果を，職員一同真摯に受け止め，生徒のため，今後の改善・向上に努めてまい

ります。

学校に関する評価アンケート集計結果

◎アンケート結果
４　そう思う　　３　ややそう思う　　２　あまりそう思わない　　１　そう思わない

項　　　目 ４ ３ ２ １

方
　
　
針

１ 学校は後援会総会や保護者と学校の会及びレポート
ライフ等で，教育方針を遺漏なく伝えている。 65.0％ 33.4％ 1.5％ 0.1％

２ 学校では，子どもに自主自立の精神を養うための，教
育活動を実践している。 45.6％ 48.5％ 5.5％ 0.4％

３ 学校は，家庭や地域社会の期待や願いに応える努力
をしている。 43.4％ 48.6％ 7.7％ 0.4％

４ 学校の生徒指導の方針や指導態勢に共感できる。 43.8％ 48.8％ 6.6％ 0.9％

連
　
　
携

５ 学校は，校内における子どもたちの様子を，電話やレ
ポートライフ・家庭訪問等で知らせている。 55.6％ 37.5％ 6.7％ 0.3％

６ 学校は，いつでも気兼ねすることなく教育相談に応じ
てもらえる。 51.8％ 41.6％ 6.3％ 0.4％

生
　
　
活

７ 学校の環境や雰囲気に馴染み，子どもたちは伸び伸
びと生活している。 55.6％ 38.0％ 6.0％ 0.4％

８ 子どもは，学校生活を楽しく送っている。 60.1％ 33.6％ 4.2％ 1.5％

９ 子どもは，学校での様々な行事を楽しみにしている。 50.0％ 39.3％ 9.7％ 0.5％

学
習
指
導

10 学校では，子どもにとって分かりやすい授業が行われ
ている。 41.6％ 50.9％ 7.0％ 0.5％

11 学習においては，子どもの学力や能力・努力に応じた
評価が適切になされている。 47.0％ 47.6％ 4.7％ 0.7％

生
徒
指
導

12 学校は子どもの生活行動について事前・事後の指導
を徹底している。 44.7％ 49.1％ 5.8％ 0.4％

13 学校は，子どもの特性や伸長に応じた個々の指導がな
されている。 42.0％ 49.3％ 8.0％ 0.7％

進
路
指
導

14 学校は，子どもの将来の進路や職業の選択の方法等
について，適切な指導を行っている。 43.4％ 47.3％ 8.1％ 0.9％

15 自己実現を図るために，適切な進路情報の提供が随時
なされている。 40.2％ 49.0％ 9.6％ 1.2％

計 48.7％ 44.2％ 6.5％ 0.6％
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～～ネット依存傾向チェックリスト～～
　インターネットを利用していて次のようなことがありますか？いくつ該当するか，ネット依存傾向
をチェックしてください。

１　インターネットをする時間を増やすために，自宅学習をおろそかにすることがありますか。
２　友人と過ごすよりも，インターネットを選ぶことがありますか。
３　インターネットで新しい仲間を作ることがありますか。
４　インターネットをしている時間が長いと周りの人から文句を言われたことがありますか。
５　インターネットをしている時間が長くて，学校の成績や学業に支障をきたすことがありますか。
６　他にやらなければならないことがあっても，まず先に電子メールやLINEをチェックするこ

とがありますか。
７　インターネットのために，学校での学習活動（部活動も含む）の能率や成果が下がったこ

とがありますか。
８　人にインターネットで何をしているのか聞かれたとき防御的になることや，隠そうとした

ことがありますか。 
９　日々の生活の心配事から心をそらすためにインターネットで心を静めることがありますか。
10　インターネットのない生活は，退屈でむなしく，つまらないものだろうと恐ろしく思うこ

とがありますか。

●０～３つ：依存傾向　低　　　●４～７つ：依存傾向　中　　　●８つ以上：依存傾向　高

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 ～

見直しましょう
～インターネットの利用時間～

　インターネットの発展やスマートフォン等の普及により，インターネット利用が子供たちにとって日
常的なものとなった一方で，その利用時間の長さが問題になっています。内閣府が発表した「令和元年
度　青少年のインターネット利用環境実態調査」の結果によると，高校生の平均利用時間は約247.8分で，

３時間以上４時間未満が20.6％，４時間以上５時間未満が14.2％，５時間以上が31.5％となっています。
約86％の回答者は１日のうち２時間以上利用しており，多くの時間をインターネットにさいている子供
たちがたくさんいることが分かります。

◎インターネットを使いすぎると
ネットゲームなどにはまり，毎日深夜まで繰り返しやり続けると…

⇩
○生活のリズムを崩す　　○健康面まで変調をきたす

⇩
　　　　このような状態が続くと…

⇩
○対人関係が壊れる　　○学校に行かなくなる　　○経済的な障害が発生する場合もある
○心や身体の病気を発症することがある　　○ネットワーク上と実際の世界の区別がつかなくなる
※上記のような「ネット依存症」と言われる状態になる場合がある

◎長時間利用を防ぐために
　スマホやパソコンの使用は「一日に何時間まで」と決めて，節度を守って使うようにしましょう。
　「食事中や勉強中はインターネット機器を触らない」「就寝時は自室にインターネット機器を持ち込
まない」などと家庭でルールを作ることが大切です。

□
□
□
□
□
□

□

□

□
□
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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 ～

　10月２日（金）に３年生の就職試験，進学試験に向けての出陣式が行われました。例年は，３年生

全員が参加して行われていましたが，新型コロナウイルスの影響もあり，各ＨＲの委員長だけが参加

して行われました。全員が無事に合格できるように，応援団からのエールや，生徒会長の濱屋君の決

意の言葉もあり，より一層，３年生の結束が深まったと思います。

!! 出 陣 式 !!

進学体育科３年Ａ組
上原　渉扇 君
（名護市立大宮中出身）

　私たち3年生は，進路活
動を精一杯頑張ってきまし

た。そして今回出陣式を開いてもらい，私自
身ももうすぐ，大学入試があるので，最高の
準備をして合格できるように頑張っていきま
す。

進学体育科３年Ｂ組
今村　舞限 君

（武中出身）

　私は今回の出陣式で三年
生代表として，勝ちどきの

声を行いました。これからの試験はコロナウ
イルスの影響で色々と大変になると思います
が，絶対に合格して，様々な人たちに恩返し
ができるように頑張ります。

2年生染川さんによる激励の言葉

校長のお話を聞く3年生!! 応援団からのエール!!

生徒会長濱屋君による決意の言葉
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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～

令和３年度新入生向け 中高連絡進学説明会 開催

10月１日（木），本校体育館２階にて「令和３年度新入生向け 中高連絡進学説明会」が開催され，県

内の各中学校の先生方に多数参加いただきました。

本年度はコロナ禍ということもあり，例年実施している学校施設参観や調理科が料理を提供する教育

懇談会を取りやめ，入試に関する説明会のみを実施しました。

秋武校長から教育方針の説明があり，本校の学校紹介ＤＶＤを鑑賞していただきました。また，令和

３年度入学試験についての説明や質疑応答が行われ，本校及び入学試験についての理解を深めていただ

けたことと思います。

下記に，説明会の様子を掲載します。

校長あいさつ 学校紹介ＤＶＤの鑑賞

入学試験についての説明 体育館で間隔を取って行いました



－14－

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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 ～

学年別体育祭 実施しました!!
～一人一人が輝いた体育祭～

コロナウイルス感染症拡大で体育祭の開催が厳しい状況ではありましたが，時間短縮や学年別での実施

などの感染予防対策をして，実施することができました。各学年の体育祭において，生徒たちが全力で取

り組む姿がみられました。

各学年，様々な競技がある中で，体育祭の最後を飾るメイン種目「心を一つに（20kg担ぎ）」では，１

年生の竹島祥誠くんが他の学科を抑え優勝しました。HRで一致団結し，全力で取り組んだこともあり，

より一層各HR内の絆が深まったように感じています

▲ 優勝した竹島祥誠くん ▲　学級対抗リレー頑張りました 

普通科1年Ｄ組
竹島　祥誠 君

（錫山中出身）

　体育祭の「20kgかつぎ」に
出場することが決まり，夏季休

業中に毎日練習しました。まずは，10kgの米袋を両
手で持ち上げる練習をしました。たくさん練習して
も，不安で眠れない日もありました。練習を続けて
いくと長時間持つことができるようになり，自信が
つきました。
　本番では，第1学年の中で1位になることができま
した。一緒に練習をしてくれた家族に感謝していま
す。これからも，様々なことにチャレンジしたいです。

普通科３年Ｅ組
島本　康隆 君

（谷山中出身）

　最後の体育祭を通して，
クラス対抗リレーと部活対

抗リレーに出場しました。どの競技も精一杯
頑張れたので良かったです。
　このような状況で体育祭が実施できたこと
にとても感謝しています。高校生活最後の体
育祭でしたが，他学科とも仲良くなれ，クラ
スの絆も深まった体育祭となりました。
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美
容
師
を
目
指
す
！

通信課程の特典！

ヘアーデザイン科２年
前迫　ひかる さん

（長田中出身）

　私は，今回リビッツステー
ションに登録し，毎日欠か

さず利用することにより，コームを取得するこ
とができました。今まで，友達が取得するのを
見ていて羨ましいと思っていましたが，自分も
取得することができました。次は，ドライヤー
を取得するためにがんばっています。最終目
標のシザー（ハサミ）を取得するまではまだま
だですが，あきらめずにがんばります。

ヘアーデザイン科２年
川原　美瑚 さん

（頴娃中出身）

　私は，今回リビッツス
テーションで念願だったド

ライヤーを取得しました。美容室で使用する
ようなドライヤーで，とても使いやすいです。
家族も喜んでいます。これからも継続して，
リビッツステーションを利用し，最後にはシ
ザー（ハサミ）を取得できるようにがんばり
ます。

ヘアーデザイン科は卒業と同時に美容師国家試験を受験し，美容師免許を取得することを目標とし

ており，日々，一般教科の授業と専門教科の授業に励んでいます。入学してから美容師養成施設であ

る鹿児島レディスカレッジの通信課程にも入校しますが，通信科生として学習支援サイト「リビッツ

ステーション」を利用すると特典物が生徒個人に送られます。

先日，２年生の２名にコームとドライヤーがそれぞれ送られました。最終的にはシザー（ハサミ）

までが特典物として送られますが，継続してヘアーデザイン科の生徒全員がシザー（ハサミ）までも

らえるようにがんばってほしいと思います。

コームとドライヤー
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三
位
一
体

JNAジェルネイル技能検定上級　合格!!

８月に受験し，９月27日（日）に合格通知を受け取りました。入学時から資格取得に向けて努力を

積み重ねてきました。授業以外でも練習を重ね，数多くの資格も取得しネイリストになるという夢に

向け頑張ってきました。12月にはさらに上級のネイリスト技能検定１級の受験が控えておりますの

で応援をお願いします。

合格通知 作成したネイル

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）
　私は，ネイリストになることが夢で，学業をこなしながらネイルスクールに
通って多くの資格取得に励みました。たくさんのお客さんに私のネイルデザイ
ンで笑顔にすることを目標にして，これからも頑張っていきたいと思います。
そして，残りの1級の検定も自分の実力を発揮して合格したいです。
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コロナ禍に負けない！校内介護実習開始
９月23日（水）から１･ ２年生の介護実習を実施しました。１学期の２･ ３年生に続き新型コロナウイル

ス感染防止から，校内での実習となりました。今回は施設のご厚意やご協力をいただき，講義形式で施
設職員が校内に出向いてくださり，リモートで施設の利用者と対面し，コミュニケーションや介護に必
要な情報収集を図る新たな取組にも挑戦することができました。

また，実習においても新たな行動様式を模索する現状に，テレビ取材を受ける場面もあり，今後の介
護実習の在り方を考えることです。

１年生は初めての実習が校内実習となりました 不安の中頑張る姿を撮影していただきました

施設利用者とコミュニケーション 施設職員への質疑応答

社会福祉科２年
古別府　信伍 君

（伊敷台中）

　新型コロナウイルスの影響
で施設での実習はできません

でしたが，校内で介護に関する視聴覚教材を活
用したり，クラスメイトをモデルに介護実習をし
ました。
　実際に施設で実習ができない不安や悔しさはあ
りますが，今後社会の情勢が変化し，新たな生活
様式の中で施設が実習生の受け入れをしていただ
ける時に，実力を発揮できるよう備えたいです。

社会福祉科1年
前田　陽 さん

（城西中出身）

　新型コロナウイルスの影
響から，校外施設実習が校

内実習に変わりました。本来各施設での実習
では，現場でしか気付けないことや，現場だ
からこそ感じることなど多くの学びの機会を
得ることができるので，残念な気持ちがあり
ましたが，それに代わる内容で校内実習の良
さや楽しさ，学びを見つけることができ，約
1か月の実習を無事終えることができました。
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　10月１日（木）に，青山学院大学陸上競技部の原 晋 監督が来校し，進学体育科の生徒と部活動生に

講演されました。本校駅伝部卒業生の吉永 竜聖さんが，青山学院大学箱根駅伝３連覇時のキャプテ

ンであり，本校駅伝部監督の髙田先生との親交もあって特別に実現できました。弱小チームが箱根駅

伝で５回優勝した秘訣や，人としての生き方についても具体的に話され，生徒たちは貴重な経験がで

きました。講演後は，駅伝部に青山学院大学の体幹トレーニング「青トレ」を伝授し，ランニングの

アドバイスも行ってくださいました。

青山学院大学陸上競技部 原 晋 監督 講演

駅伝部
進学体育科３年Ｂ組
野村　昭夢 君

（有明中出身）

　私は今回，青山学院大学
原監督の講演を聞かせていただき，特に印象
に残ったのは成長するための秘訣です。目標
を設定する時に大事なことは数字で表すこと
でした。私はこれまで，あまり数字を使って
いなかったので，とても勉強になりました。
都大路出場・全国入賞に向けて生かしていき
たいです。

卓球部
進学体育科２年Ｂ組
出永　彩花 さん

（星峯中出身）

　私は今回，原監督の講演
の中で，「自分の弱みより強みに着目し，そこ
を伸ばす」という言葉に感心し，自分のメン
タル強化に繋がると思いました。技術面だけ
でなく，生活面でもプラスとマイナスがある
ので，後ろ向きな発想はせず，自分に自信を
持って夢に向かって努力したいと思います。

▲ 熱弁をふるう原監督 ▲ 駅伝部にアドバイス
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　２学期は，学校行事が多く様々な場面で生徒たちが輝いています。コロナウイルス感染予防の観点

から，学校行事も規模縮小になりますが，できる範囲内で計画・実施されています。高校生活の良い

思い出となるよう，全力で楽しんでいる生徒たちを紹介します。今回は，体育祭でマスコット（応援

パネル）を描いた沖田さん，同じく体育祭で応援団長として頑張った厚ケ瀬くん，吹奏楽部定期演奏

会で影アナウンスとして協力した東村さんと平田さんです。

　10月25日（日）のハロウィンライブ大成功でした！ 12月20日（日）にはクリスマスライブの配信を

予定しています。

　☆インスタグラム・YouTubeを是非ご覧ください。フォロー，チャンネル登録もぜひお願いします☆

☆学校行事でも，キラリ輝く芸文コースの生徒たち☆

普通科1年Ｂ組
東村　姫華 さん

（和田中出身）

　定期演奏会のアナウンス
の経験を通して，「聞く方

が分かりやすいように，きれいに丁寧に原稿
を読むことも大切だが，その場に合わせて臨
機応変に対応する力も必要である」というこ
とを学びました。
　今回の反省や経験を活かして，今後の活動
や生活に役立てていきたいと思います。とて
も良い経験になりました。

普通科３年Ｂ組
沖田　菜月 さん

（大口中央中出身）

　３年生にとっては高校生
活最後の体育祭でした。競

技も減り，半日での開催と知った時は３年生
はみんなショックだったと思います。だから
こそ，いつも以上に最高の体育祭にしたくて，
その後押しになる絵をどうしてもグラウンド
に置きたいと思い，心をこめて描きました。
あの絵が，みんなの思い出の背景になったこ
とが嬉しいです。

普通科1年Ｂ組
平田　月捺 さん

（福平中出身）

　今回，吹奏楽部の定期演
奏会でアナウンスをして思っ

たことは，聞いている方が聞き取りやすいよう
にマイクのみで表現するのは，とても大変だと
いうことでした。具体的には，原稿を読むとき
に句読点などで間合いの長さに気を付ける，滑
舌良く話し抑揚にも注意する，などです。私は，
棒読みになりがちだったので気を付けたいで
す。機会があれば，また挑戦したいです。

普通科２年Ａ組
厚ケ瀬　龍平 君

（錦江中出身）

　今回，体育祭で応援団と
して貢献したいと思い，青

団の応援団に入りました。２年の応援団長に
任命された時は少し驚きましたが，とても嬉
しく光栄に思いました。団員をまとめられる
かと不安もあり，団長という大役を務められ
るか心配でしたが，最後までやり遂げること
ができ，自信につながりました。とても良い
経験になりました。
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10月13日（火）に，ホテル観光科２年生10名の生徒が，実技試験にチャレンジしました。
前日まで合格に向け練習に励み，本番に臨みました。
以下に今年度の国家試験課題をご紹介します。

10月12日（月）～ 11月６日（金）まで，ホテル観光科１年生16名が，鹿児島県内８か所のホテルで，入学後
初めてとなる校外ホテル実習を頑張っています。

今年度は，新型コロナウイルスの影響により，夏季に予定していた校外ホテル実習が中止となり，今回初
めて１年生のみで秋季に行うこととなりました。

以下に，生徒が実習に取り組む様子と，実習先一覧をお伝えします。

レストランサービス技能士国家試験２次実技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～

秋季校外ホテル実習がはじまりました
～「おもてなしの心と素敵な笑顔」で接客～

課　題【レストランにおけるランチタイムサービス】
(1) 試験時間９分間 
(2) 指示事項

ア　お客様に挨拶をし，席にご案内，メニューを提示し料理を勧めること（料理のお勧めは２品以上すること）。
イ　水をサービスし，注文を受けること。
ウ　注文に沿ったテーブルセッティングをすること。
エ　ワインをサービスすること。
オ　パンをサーバーでサービスすること。
カ　注文の料理をサービスすること。
キ　食事の感想を伺い，済んだ食器を下げること。
ク　退席されるお客様をお見送りすること。
ケ　テーブル上を片付け，最初の状態にリセットすること。
コ　サイドテーブルと下げコーナーの整理整頓を確認すること。

令和２年度　秋季校外ホテル実習先一覧
鹿児島地区（３か所）／城山ホテル鹿児島　　鹿児島サンロイヤルホテル
　　　　　　　　　　  鹿児島東急ＲＥＩホテル
指宿地区（２か所）／指宿フェニックスホテル　　指宿白水館
霧島地区（３か所）／旅行人山荘　　天テラス　　霧島国際ホテル

御協力ありがとうございます。

受験前の様子。緊張しています

城山ホテル鹿児島 旅行人山荘
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　調理科には，授業の調理実習以外で技術向上を目的として来校者への昼食対応や校外でのグルメイ

ベント等への参加により，実際にお客様と接することで色々な経験をすることができるクッキング部

があります。

　今年度は，コロナウィルスの影響で活動にも制限がありますが，月１～２回の活動を通して自身の

調理に対する意識を高めています。先月は，シュークリームの日にちなんで放課後，シュークリーム

を作製しました。

～クッキング部活動報告～

調理科1年Ｂ組
濱田　心菜 さん

（田崎中出身）

　今回のクッキング部では
シュークリームを作りました。

シュークリームと聞くと難しそうなイメージでし
たが先生がポイントなどを丁寧に教えてくださ
りきれいで美味しいシュークリームを作ること
ができました。活動を通してまたひとつ新しい
知識を得ることができたのでとてもよかったで
す。これからもたくさんのことを学びたいと思
います。

調理科３年Ａ組
久保　巴 さん

（上市来中出身）

　私は，今年度クッキング部
の副部長に任命され活動を

しています。昨年のような活動は，減っていま
すが，その代わりに月1回以上を目標に校内で
の活動を頑張っています。先日は，シュークリー
ムの日ということで部活動でシュークリームを
作りました。私はシュークリームが苦手でした
が，自分たちで作ったものは，とても美味しかっ
たです。家庭でも，復習を兼ねて作ってみて家
族や友人に振る舞ってあげたいと思います。

クッキング部の今までの活動内容
◦月に１～２回の活動　　　　　　◦カレーフェス
◦体験入学での補助　　　　　　　◦日置市でのグルメイベント
◦来校者への昼食対応　　　　　　◦てげてげハイスクールへのブース出店
◦入学試験でのバイキング提供

完成したシュークリーム♪
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ビジネス情報科３年
田渕　日向 さん

（川内南中出身）

　私の学科では商品開発を
行っています。伊集院町に

ある『DAYS COFFEE』さんにご協力いただ
き，私たちが考えた商品を形にしてくれます。
私は，日頃コーヒーを飲まないので，母にコー
ヒーに合うお菓子は何か聞き，考えました。
季節の梨を使ったフィナンシェを提案しまし
た。採用されれば嬉しいです。

ビジネス情報科３年
子島　零 君

（坂元中出身）

　私は今回，授業の一環と
して商品開発をすることに

なりました。テーマはコーヒーに合う焼き菓
子です。私はコーヒーに合うにはチョコを使
用したものが良いのではと考え，３層のチョ
コレートケーキを提案しました。採用される
のは，２，３個だけです。私の案が提案され
るといいなと思います。

　11月３日（火）に鹿児島城西高等学校文化祭が開催されます。そこでビジネス情報科では，オリジナル

商品を販売します。ビジネスを学ぶ一環として，伊集院町にあるカフェ『DAYS COFFEE』さんに依頼

をし，３年生を中心に『コーヒーに合う焼き菓子』の開発を企画しています。それぞれの生徒が思い描い

ている焼き菓子をイラストにし，店舗スタッフの方に，商品の良さを伝えています。季節の果物を使用し

たり，流行の食材を取り入れたりと購入者に届くまでをイメージしながら考えています。価格設定や包み

紙のパッケージまでアイディアを膨らませ，文化祭での販売を目標に取り組んでいます。どのような焼き

菓子が完成するか，みなさん，楽しみにしていてくださいね。

オリジナル商品開発に挑戦しています!!

店舗の方との打ち合わせ 商品開発の企画書
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ロックミシンで縫い代の始末をしていますジャケットのパターンを制作中 ウエディングドレスの制作中

集中して仕事に取り組んでいます

　11月に実施するファッションショーに向けて，１年生から３年生まで熱心に制作に取り組んでい
ます。自分がデザインして制作したオリジナルの洋服やドレスを，自分自身がモデルとなり発表しま
す。特に３年生にとっては最後のファッションショーとなります。卒業制作のフォーマルドレスや
デザインを工夫したスーツや自由作品など仕上がりがとても楽しみです。以下に作品制作の様子と
ファッションショーへの意気込みを紹介します。

　令和２年３月卒業生の小濵さんは，入社して半年が経ちました。高校時代から服作りが好きでした
が，好きなことを仕事にしてプロの裁縫士として歩み始めました。

ファッションショーに向けて

好きなことを仕事に ～プロの裁縫士を目指して～

三洲堂テーラー勤務
小濵　悦野 さん　　（令和２年卒業　西指宿中出身）
　私は今，天文館にある三洲堂テーラーというオー
ダーメイドのお店でスーツを仕立てる仕事をしていま
す。1ミリでもずれるとやり直さなければならず，と
ても繊細な技術と集中力が必要な仕事ですが，とて
もやりがいを感じています。現在は部分縫いの練習が
終わり，一人で一着を制作する段階に入りました。プ
ロの裁縫士を目指してこれからも頑張ります。

ファッションデザイン科２年
加藤　れもん さん　　（頴娃中出身）
　ファッションショーに向けて２年生はワンピースとセットアップを制作していま
す。昨年の作品よりもさらに高度なものを２着作らないといけないので大変です
が，分からないところは先生や友達に聞いたりして楽しく作っています。1年生か
ら３年生まで心を一つにしてファッションショーを成功させたいと思います。



－24－

　鹿児島城西高等学校の建つ，
ここ清藤の丘はかつて私の格好
の遊び場所でした。高校までふ
もとの団地で生まれ育った私は
夏休みになると，朝な夕なに友

人と連れ立って，まだうっそうとしていた山に分
け入ります。ラジオ体操が終わると，朝食をとる
のも忘れカブトムシやクワガタムシの採集に興じ
ておりました。母から叱られても，虫かごいっぱ
いの虫たちを土産に帰るのです。あれからおよそ
40年。鮭が生まれ育った川の上流へ産卵に帰る
ように，私も城西高等学校へと帰ってまいりまし
た。そのせいか，初めての高校での教員生活は慣
れるまでに，しばらくかかるのではと思っており
ましたが，とても居心地が良く，充実した日々を
送ることができております。
　初めての英語の授業では，生徒の多くが目を輝
かせながら取り組む姿に感動さえ覚えました。そ
して，私が秘かに「ハローロード」と呼ぶ場所が
あります。担任をしている福祉共生専攻科の教室
までの廊下です。最初の授業以来，生徒は私を見

かけると「ハロー」とあいさつをしてくれるので
す。中には英語で話しかけてくれる男子生徒もい
ます。これこそ，英語教育の醍醐味。普段から英
語が自然と口に出る環境は，この日本では必要で
あり，そして一番難しいことです。週にたった一
時間の英語の授業で学んだことを駆使して私に話
しかける姿勢は，英語教師にとって至福の歓びと
なっています。
　鹿児島は外国人の就労率も高く，生徒の進路先
では自然と外国人と遭遇する機会もあることで
しょう。来日したばかりの外国人にとって，コミュ
ニケーションツールは英語です。難しい専門用語
ではありませんが，基礎的な英語を学ぶことで，
彼らと最低限の意思伝達が可能になります。お互
いに打ち解け，よりよい関係が結べるきっかけに
なればと思います。同時に積極的なコミュニケー
ション能力を向上させ，人間的な幅も広がってい
くことを期待しています。英語の授業を通して，
鹿児島城西高等学校の生徒がよりグローバル化…
に向けて自ら発信し，成長できることが私の目標
です。

「HELLO ROAD」� 福祉共生専攻科　川宿田　倫子



11・12月行事予定
日 曜日 行　　　　　　　事

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
8 日 ファッションデザイン科「ファッションショー」
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
13 金 基礎学力診断テスト（進公コース　1・２年）
16 月 専攻科２年校外体験学習（～ 18日）
17 火 エステ科「感謝の集い」，第７回数学小テスト
20 金 ロードレース
24 火 期末試験時間割発表，職員会議
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）

12 ／1 火 期末試験，恩師への便り（年賀状）
２ 水 期末試験
３ 木 期末試験
4 金 期末試験，ドリームコース保護者会（予定）
5 土 親子で作る料理教室
７ 月 ヘアーデザイン科「感謝の集い」，新生徒会役員任命式（６Ｈ），通学時指導
8 火 針供養，認定エステティックセンター試験（一次）～ 11日，第8回全校書取
9 水 パティシエコース「感謝の集い」，容儀指導（７Ｈ）
10 木 授業評価アンケート，第4回就職模擬試験（０Ｈ）（1･２年生のみ，３年生ＨＲ活動）
11 金 調理科「感謝の集い」，演劇鑑賞（専攻科）
14 月 進路に関するＨＲ（1･２年），３年生進路体験発表（６Ｈ）
15 火 認定エステティックセンター試験（二次）～ 17日，第8回数学小テスト
16 水 課題提出締切日，寮生指導，寮生クリスマス会
17 木 ファッションデザイン科「感謝の集い」
18 金 アプリケーションコース「感謝の集い」，ビジネス情報科「感謝の集い」
21 月 クラスマッチ，愛校デー・ワックス掛け（寮生），（特別支援）社会見学学習，（ドリー

ムコース）社会見学学習
22 火 クラスマッチ，（特別支援）社会見学学習，（ドリームコース）社会見学学習
23 水 終業式，恩師への便り回収完了投函

※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。




