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「ドレスコード」という展覧

会を見る機会があった。ドレ

スコードとは，時間帯や場所，

場面などにふさわしいとされ

る服装のことである。冠婚葬祭の場面や行事な

ど，その場の雰囲気にあった服装が必要とされ

ることは多い。職場での服装や学校の制服など

もドレスコードの一つと言える。

会場には18世紀の宮廷服から現代のストリー

トファッションまで，ファッションの歴史を感

じさせる作品，映画やマンガに描かれたファッ

ションなどたくさんの作品が展示されていた。

装うことの楽しさと奥深さを感じさせる展覧会

であった。

毎年11月は学科のファッションショーがある。

今では伝統の行事だが，始まりは1枚のレース

のカーテン生地からクラスのみんなで作った1

着のウェディングドレスだそうである。本格的

な舞台で発表するようになってから今年で21回

目になる。準備段階はとても忙しいが，生徒た

ちの考えたデザインを見るのは，それぞれの個

性があふれていてとても楽しい。描いたデザイ

ンを服として形にするにはどのような製図をす

ればよいのかと頭を悩ませるものもあるが，生

徒とあれこれ悩みながら考えるのも楽しみであ

る。また，いろいろなデザインに出合えるので

自分自身の勉強にもつながる。

ファッションショーの作品は，個性を尊重し

て自由に制作させているが，ファッションショー

にもドレスコードが存在する。それぞれが好き

なもの，個性を主張しすぎると，全体ではまと

まらない雰囲気になることもある。個性を表現

しながらも周囲との調和も必要であると思う。

ファッションに敏感な生徒たちは，流行のス

タイルやカラーも意識しながら自分に似合う服

をよくわかっている。特に縫い方に決まりはな

いのだが，やはり細部や裏まで美しいものが良

い。技術的なことが追いつけばもっと素敵な作

品になると思う。

画一的なファッションが多い中，世界にたっ

た一つの自分だけの服が作れるのはすごいこと

だと思う。

現代は，性別やルールにこだわらないファッ

ションも多い。ドレスコードを踏まえるときは，

そのルールの中でファッションを楽しみ，それ以

外の時は個性を楽しむようにすれば良いと思う。

これからは，自分のブランドを立ち上げるの

も夢ではない。ファッションデザイン科からデ

ザイナーが生まれることを楽しみにしている。

個性あふれるファッション

ファッションデザイン科　科長　平 岡　成 美
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　令和２年10月10日（土）日置市伊集院文化会館にて第12回吹奏楽部定期演奏会が行われました。

　本校吹奏楽部は顧問郡山教諭の熱心な指導の下，放課後，土・日曜日も練習を続けてきました。今年度は

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，各種大会が中止になり，なかなか日頃の練習の成果を発揮で

きる機会がありませんでした。吹奏楽部員1年生11人，２年生10人，３年生９人，計30人，３年生にとって

は最後の舞台となりましたが，一生懸命演奏しました。応援に来ていただいた皆様，ありがとうございました。

第12回吹奏楽部定期演奏会

ビジネス情報科２年
藤井　美里 さん　　（伊集院北中出身）
　先日，第12回吹奏楽部定期演奏会が行われました。コロナ禍にもかかわらず，
たくさんのお客さんが見に来てくださって，演奏が今まで以上に盛り上がって
いたなと感じました。３年生を含む30人全員での演奏は今回で最後になりまし

たが，これからも，鹿城西吹奏楽部は頑張りますので，応援よろしくお願いします。

３年生のダンスも交えた演奏郡山教諭の指揮のもと

合唱部も応援に駆けつけてくれました

吹奏楽部集合＋郡山先生
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トータルエステティック科1年
和田　晴海 さん　　（串木野中出身）
　先月第12回吹奏楽部定期演奏会がありました。この状況の中で無事成功でき
たのは郡山先生を始めとする先生方，保護者の方々や，ゲスト出演していただ
いた合唱部の皆さんのお陰です。ありがとうございました。

　今回の定期演奏会で9名の先輩方が卒部され新体制となります。まだまだ未熟ですが1・２
年生力を合わせて頑張りますので，応援よろしくお願いします。

新キャプテンのあいさつ

全員で盛り上げています

ダンスとのコラボセッション

精一杯の演奏を聴いて下さい

先輩方に思いを伝える表情は真剣です

思い思いの気持ちをこのステージで
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　10月25日（日）に普通科芸術文化コースが今年度３回目となる模擬イベントをレッスン室で行い，そ

の様子をライブ配信しました。12月には今年度最後の「Geibun Christmas Live」も開催予定です。

２月の芸文公演に向けて日々練習に励んでいる生徒たちの取組をぜひご覧ください。

Trick or Treat!
Geibun Halloween Live 開催！

普通科３年Ｂ組
亀澤　美未 さん

（牧園中出身）

　例年，県内各地のイベントに出演させ
ていただいていますが，今年はコロナウ

イルスの影響により，人前でのパフォーマンスができない状
況です。直接パフォーマンスを見てもらえないのはすごく寂
しいですが，ライブ配信で見てくださる方々に元気や勇気を
与えられたら，私たちも嬉しいですし，これからの活動の活
力にもなります。次回配信予定のGeibun…Christmas…Liveが
今年最後のライブ配信になるので，ぜひたくさんの方々にご
覧いただけたら嬉しいです。

下記のＱＲコードから
過去の配信の様子や，

日 々 の 取 組 な ど を 
見ることができます。
ぜひご覧ください。
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　2020日本オープンゴルフ選手権が10月15日（木）〜18日（日）紫CCすみれコース（千葉県）で開催さ

れました。この大会はプロゴルファーの頂点を争う注目される大会で，平成24年度普通科進学体育コー

ス卒業の稲森佑貴選手が満を持して出場しました。大会は白熱し谷原秀人選手・石川 遼選手等の猛追に

苦しむ場面もありましたが，常に自分のペースを守り安定したペースでホールアウトし見事優勝を飾り

ました。優勝おめでとうございます。

2020日本オープンゴルフ選手権優勝
稲森　佑貴 選手 （平成24年度 本校普通科進学体育コース卒業）

進学体育科２年Ｂ組
橋口　星空 さん

（川内中央中出身）

　尊敬する稲森佑貴先輩が
全日本オープンゴルフ選手

権で見事優勝してくれたこと，とても嬉しく
思っています。これで２勝目になりますが，
日本一になる人と同じ教室で，同じ先生方か
ら指導を受けていることだけでも嬉しくなり
ます。私も精一杯練習し，先輩のあとについ
ていけるよう頑張っていきたいと思います。
本当におめでとうございました。

進学体育科２年Ｂ組
鶴見　優斗 君

（西紫原中出身）

　稲森佑貴先輩全日本オー
プンゴルフ選手権優勝おめ

でとうございます。必ずやってくれると思っ
ていました。素晴らしい先輩の存在は私たち
の具体的な目標にもなり練習にも集中するこ
とができます。今後も努力を重ね頂点を目指
したいと思っています。機会があれば直接指
導していただきたいという気持ちです。よろ
しくお願いします。
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男子バスケットボール部

　男子バスケットボール部です。現在３年生４名，２年生３名，１年生10名，マネージャー５名の計22名

で活動しています。部員の大半は高校からバスケットボールを始めた生徒ばかりですが，チーム内で切磋

琢磨し，スキル向上を図っています。「日置地区大会優勝」と「県ベスト16」という２つの目標を持ち，日々

頑張っています。

　またバスケットボール部では，技術・知識は勿論ですが，バスケットボールができるという環境に感謝し，

仲間・試合相手に対するリスペクトの気持ちを大切にし，日々活動しています。また，あいさつ・返事な

どの礼儀作法や集団行動におけるマナーなどといった人間力の向上を常に目指し，取り組んでいます。

　今後もバスケットボールのスキル向上及び人としての成長，大会での目標達成をできるように頑張って

いきたいと思います。

尊敬・対話・信頼
～バスケットボールができる環境に感謝～

調理科３年Ａ組
有川　純世 君

（福平中出身）

　私は，本校に入学して２
年半部活動をしてきまし

た。部活動ではバスケットボールの技術だけ
ではなく「実行力」や「忍耐力」など様々な
ことを顧問から教えていただきました。
　上手くいかないことばかりでしたが，バス
ケットボールを通じ大切な仲間に出会い，支
えられ続けることができたことが幸せだと思
います。

調理科２年B組
新穂　文康 君

（三笠中出身）

　私は，高校からバスケッ
トボールを始めました。最

初は，分からないことが多くありましたが，
先輩や先生方のサポートもあり，今では部活
が楽しいです。部員も初心者ばかりでなかな
か試合で勝つことはできていませんが，確実
に強くなっています。これからも大会で一勝
でも多く勝つことを目指して部員全員で頑張
ります。

選手権大会後の集合写真
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女子バスケットボール部

　今年度の女子バスケットボール部は，３年生６名，２年生４名，１年生４名の計14名で活動しています。

11月の選手権大会県予選も終わり，３年生は引退し，１・２年生だけの新チームになり，県大会上位進出

を目標に掲げて，日々頑張っています。高校からバスケットボールを始めた生徒もいますが，仲間と切磋

琢磨し，コートで満開の花を咲かせるべく，技術の向上を図っています。

　また，昨年は「全日本大学レスリング選手権大会（鹿児島国体リハーサル大会）」の補助員として参加し，

バスケットボール以外のボランティア活動にも力を入れています。

　応援よろしくお願いします!!

咲　け ～ 百 花 繚 乱 ～

普通科３年Ａ組
和志武　紗華 さん

（松元中出身）

　私は，３年間部活動に取
り組む中で，たくさんの

方々に支えていただきました。顧問の先生や
チームメイト，周りの友人，そして保護者の
方々からの期待や激励に応えられるよう日々
練習に取り組みました。辛い時も楽しい時も
部員のみんなと過ごすことができ，忘れられ
ない大切な思い出となりました。

ホテル観光科２年
五反田　愛梨 さん

（皇徳寺中出身）

　1・２年生主体の新チー
ムになりもう半年が過ぎよ

うとしています。最初のころはどうやって
チームを引っ張っていけばいいのか，一から
築き上げていけばいいのか全く分からず，先
輩に相談する日々でしたが，今ではチーム一
丸となり確実に勝利を収めるため，日々基礎
から実践系のメニューまで集中して取り組ん
でいきます。
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令和２年がスタートして１年が過ぎようとしています。新型コロナウイルスの感染予防に全員が取り
組み，不安や心配の中で過ごしてきました。来年また良い年でありますようにと祈りながら，今年１年
を振り返ってみました。元気な笑顔の写真を掲載します。

９月から新しく北野寮監長が来られ，新しい風をもたらしてくださっています。高校生という多感な時期
の生徒たちの成長のために，優しい笑顔で，たくさんの愛情を注いでくださっています。感謝いたします。

これからもよろしくお願いいたします。

サンライズ寮

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／サンライズ寮

【北野寮監長より】
　皆さん，初めまして！サンライズ寮寮監長の北野和彦と申
します。
　前職の警察という殻を破って，日々新鮮な気持ちで寮生と
接しています。寮生の皆さんが，安心安全にして快適な寮生
活が送れるように，サポートしていきたいと思います。
　厳つい顔ですが，実は心優しいおっちゃんです。よろしく
お願いいたします。

～１年生～

～３年生～ ～２年生～

コロナに負けず，笑顔で過ごせた１年でした

～新しい出会いに感謝　寮監長が着任されました～

☆今年を振り返って頑張ったこと☆
１年生 ◦自炊を頑張った。　◦自立心を高められた。
 ◦家事の大変さが分かった。
 ◦掃除や食事作りを頑張った
２年生 ◦早起きしてお弁当を作った。
 ◦部活と学校，寮と両立。　◦韓国語の勉強。
 ◦整理整頓，掃除を頑張った。
３年生 ◦国家試験に向けての勉強。自炊との両立。
 ◦アルバイトで保護者の負担を減らせた。
 ◦欠席しないように健康管理に注意した。
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

11月３日（火）文化の日に第68回文化祭が実施されました。コロナウイルスの収束が見込めず未だ

に感染症拡大防止が叫ばれるなかで，今回の文化祭は例年とは大きく異なる形式で実施されました。保

護者の入場を規制し，校内の生徒のみが参加する形での実施になりました。また，学級での教室内での

展示や食品販売なども限定され，ダンスや歌といった鑑賞は体育館ステージとスリーオンコートの二か

所で行われました。

しかしながら，このコロナ禍の状況で文化祭を開催し，内容は限定されたものの，明るく前向きな姿

勢で生徒たちはそれぞれの立場で役割を全うし，すばらしい文化祭にすることができました。

生徒会でも例年の実施要項とは異なる部分が多く，さまざまな課題や問題に直面しましたが，先生方

と連携を図り，できる範囲を少しずつ広げながら限られた場所と時間で楽しさを共有できるように努力

しました。

普通科２年横山こころさんの文化祭テーマである「みんなが主役，心を一つに盛り上がれ！」にある

ように生徒一人一人が主役の意識で取り組まなければ今回の文化祭は成立しませんでした。時代に即し

時代に合った行動を一人一人が認識し，実行できたことが印象的だったと思います。来年はコロナが収

束し，さらにパワーアップした文化祭が実施されることを期待します。

第68回文化祭が行われました!!

力強い演舞です

日々の練習の成果を

緊張しています

自分達で考えて発表しました
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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

　去る11月３日（火）の文化の日に，令和２年度の文化祭が開催されました。本年度は，「コロナ禍」とい

うことで，「３密」を避けるために，保護者の参加もご遠慮いただいた上で，全校生徒が一堂に会しない

よう発表などは「学年別で時間差」の実施になりました。また，開会式・閉会式も生徒はホームルーム

で校内放送による実施となり，例年とは違う意味で緊張感もありながらの学校行事となりました。

　当日は，校舎内での体験・展示，スリーオンコートでの各種発表，体育館内での発表と三部構成を各

学年ごとにローテーションで見ていく形になりましたが，天気にも恵まれ，生徒たちはそれぞれのアト

ラクションに楽しんで参加しておりました。この日のために一生懸命練習を重ねてきた生徒も「晴れの

舞台」を特別な形で披露できたことは，一生の思い出になったことと思います。

文化の日,「文化祭」開催!!

エイサー部の演舞 各学科の学習発表展示（社会福祉科）

フラダンス部のパフォーマンス ファッションデザインコースの発表

芸術文化コースによる「日本舞踊」 吹奏楽部によるパフォーマンス



－11－

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊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 ～

冬季休業中の過ごし方
―規則正しい生活を送るために―

　２０２０年も残すところ１か月弱となりました。令和２年の学校生活を振り返ると，様々なイレギュ
ラーなことが続き，生徒の皆さんも不安や戸惑いがあったことでしょう。しかし，コロナウィルスに振
り回されていた前期と比較して，わたしたちは我慢や制約を強いられる生活から脱却しつつあります。
多くの人が，どうすればこの感染症に立ち向かっていけば良いか，それぞれの立場やアイデアで乗り切
る努力を重ねています。
　今の現状を鑑みて，わたしたちは鹿児島城西高等学校生として冬休みを有意義に過ごしたいものです。

１　家庭生活について
（１）　規則正しい生活

生活リズムが整っている人は健康です。健康は何よりも病気を寄せ付けないシールドとなります。
早寝早起きを心掛け，３食をしっかりとるなど，十分な休養とバランスの取れた栄養摂取は，育
ち盛りの皆さんの心と体を形成する大事な要素になります。

（２）　積極的な家事の手伝い
（３）　学習への取組

時間を決めて，宿題等を早めに終わらせましょう。

２　感染症の病気予防
（１）　インフルエンザのワクチン接種
（２）　マスクの正しい着用と咳エチケットの徹底

①鼻・口・あごを確実に覆う。
②隙間がないように鼻まで覆う。
③着用中はマスクの表面にさわらない。
④�咳やくしゃみが出るときに，マスク着用が必須。

マスクがない場合には手で押さえるのではな
く，鼻と口をハンカチやティッシュ，袖や上着
の内側で覆う。

（３）　こまめに正しい手洗い・うがい
①外出先からの帰宅後は　手を洗い，アルコール消毒をしましょう。
②まずは口をゆすいで菌を口外に出してから，ガラガラうがいをしましょう。

（４）　人ごみを避ける。（時間・場所をずらす工夫を）
①カラオケボックス，狭い飲食店，インターネットカフェなどを避ける。
②集団での会食を避ける。また友人宅への外泊は禁止。
③新型コロナウィルスに感染すると重症化しやすい人との接触を避ける。

※ 　コロナウィルスに感染した，あるいは感染したと思われる場合には，保健所の指示に従って，しっ
かりと治療しましょう。また学校，あるいは担任の先生に連絡してください。

３　その他
（１ ）自動車学校への入校やアルバイトをする場合は必ず許可願を提出してください。また，各種コン

クールやテレビ出演なども担任を通し，必ず許可を受けてください。
（２）法律・校則に触れる行為は，断じて許されません。高校生として自覚ある行動をとりましょう。
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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 ～

　10月28日（水）に２年生の希望者を対象に進学説明会が開催されました。

　２年生にとっては，初めての進路説明会となり，大学，専門学校の方から説明を聞かせてもらいまし

た。緊張感を持ちながら説明を聞いていました!!

　各ブースに分かれて，興味のある大学，専門学校のお話を聞くことによって，自分の将来やりたいこ

とや，様々な職種があることを生徒一人一人が理解でき，とても充実した時間となりました。

２年生　進学説明会 !!

進学体育科２年Ｂ組
田中　樹 君

（福岡県友泉中出身）

　進路については興味があ
りましたが，実際に大学，

専門学校の先生の話を聞き，さらに興味を持
つことができました。自分の夢をかなえるため
に，早めに進路活動を頑張っていきたいと思
います。

進学体育科２年Ｂ組
大島　正太郎 君

（兵庫県陵南中出身）

　今回の進学説明会に参加
して，もう自分は将来のこ

とを真剣に考える時期に入ったのだと感じまし
た。様々な学校の説明を聞き，進路について
興味を持つことができ，この経験を３年生に
なったら活かしたいです。

自分の進路に向けて真剣です

進路相談会が実施

様々な学校の違いがあります

充実した時間でした
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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２年度　第２回一日体験入学
～多数のご参加ありがとうございました！～

　10月24日(土)に１日だけでしたが，中学生を対象とした一日体験入学を実施しました。第１回の体験

入学に引き続き多くの中学生や保護者の方に参加していただき，各学科の有意義な体験になったのでは

と思います。参加してくださった，中学生や保護者の皆さまありがとうございました。

ビジネス情報科

自分達で作ってみよう

色々な服があります

ヘアーの学習

昼食はいかがですか？

最後は皆でおみおくり
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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68回　文化祭
　今年の文化祭は，共生コースの１年生は手芸作品の展示，２年生は体育館の舞台上でのダンス発表，

３年生は会場設営をし，福祉共生専攻科では習字の展示をしました。吹奏楽部やフラダンス部などの舞

台発表，けん玉体験やバルーンアートなどの展示を鑑賞し，生徒たちは楽しんでいる様子でした。

　新型コロナウイルスの影響も危ぶまれましたが，生徒会を始めとする生徒の皆さんや先生方，保護者

の皆様の支えのもと文化祭が開催できましたことを心から感謝申し上げます。

普通科２年Ｄ組
木練　彩夏 さん

（水引中出身）

　私が，今年の文化祭で頑
張ったことはダンスです。

当日までの半年間，授業で頑張って練習して
きました。
　本番では，手拍子があり，楽しく踊ること
ができました。高校に入って２回目となる文
化祭は，一番良い思い出になりました。

普通科２年Ｃ組
亀田　悠斗 君

（城西中出身）

　今年の文化祭は新型コロ
ナの影響で寂しい形になり

ました。僕は，クラスのダンスと合唱部の舞
台発表を行いました。発表を行っているみん
なは，輝いていました。最高でした！
　来年は，コロナが収束し，賑やかな文化祭
を行えることを心から願っています。

皆で楽しくダンスで盛り上がりました

教室内は展示物でいっぱい 福祉共生専攻科の習字の展示
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美容師国家試験実技課題
オールウェーブセッティングに決定！

ヘアーデザイン科３年
上川路　基伸 君

（万世中出身）

　私は福岡の美容室で働きた
いと考えて，自分の理想に近い

美容室を見つけました。夏休みから履歴書の指導を
していただき，何度も失敗しながらも頑張りました。
同時に面接指導もしていただき，就職試験に向けて
も頑張ってきました。
　自分の希望する美容室に就職できるよう最後
まで全力を尽くします。

ヘアーデザイン科３年
六反田　蒼依 さん

（川辺中出身）

　私は大阪に働きたいと思える
美容室を見つけました。先月，

オンラインでサロン見学をさせていただき，志望先に
決めて，履歴書指導や面接練習を頑張ってきました。
　今年は新型コロナウイルスの影響で実際に美容室
に行くことができず大変でしたが，無事に内定をいた
だけたので，今後も気を緩めることなく精一杯頑張り
たいと思います。

今年度の美容師国家試験の実技課題の第２課題が「オールウェーブセッティング」に決まりました。

今年度は２月に実技試験，３月に筆記試験が実施され，実技課題は「オールウェーブセッティング」と

「カッティング（カット技術）」で審査されます。

生徒，職員が心を一つにして取り組み，全員合格できるように精進していきたいと思います。

今年度の就職活動は，新型コロナウイルス感染症の影響で例年よりひと月遅れで開始されました。

通常は春季休業中やゴールデンウイークに数店舗サロン見学に行ったり，４〜６月に実施される就職ガ

イダンスや会社説明会などを受けたりして会社の概要や雰囲気を知り，その上で志望先を決定していくの

ですが，今年度は特に県外に出ることが難しく，志望先決定も難航していたようです。しかし，夏季休業

中から熱心に取り組んでいる生徒も多く，すでに内定をもらった生徒もいます。

今後は国家試験対策との両立になりますが，全員が希望通りの就職や進学ができるよう頑張ってほし

いです。

本番さながらの実習

オールウェーブセッティング

進路活動も頑張っています！
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認定エステティシャン実技試験に向けて

トータルエステティック科３年生が認定エステティシャン実技試験に向けて，放課後にエステ実習

室にて勉強をしています。実技試験のように１，２年生にモデルになってもらい，実際の施術を行い，

口頭試問に答えられるよう対策を行っています。今年度も合格率100％を目指して頑張ります。

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）
　私たちトータルエステティック科３年生は12月に控えた認定エステティ
シャン実技試験に向けて日々の授業への取組や，毎日の放課後の練習などを
頑張っています。３年間，学んできたことを精一杯生かしてこの21人全員で
合格できるように悔いの残らないよう，協力し合っていきたいです。

実技に向けて頑張っています

筆記も仲間と共に切磋琢磨しています
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社会福祉科感謝の集い～福祉の心を育んで～

10月30日(金)に３年生の保護者を招待し，感謝の集いと銘打って学習の集大成として，手話歌の披露，

保護者をモデルに介護実技披露，認知症予防のレクリエーションを実施しました。
３年生は実施にあたり，早くから計画立案し練習を重ねることで最高のパフォーマンスを演出すると

ともに，保護者への感謝を綴った手紙を披露し，３年間の成長を見て取れました。
１月31日(日)には介護福祉士国家試験を控える生徒にとって，この日は合格への思いをさらに強める

節目にもなりました。ＨＲ一丸となり「心を一つに」達成することを願っています。

生徒も保護者も緊張気味 wacciの大丈夫を手話歌で披露

みんなで福祉レクリエーション 保護者へ感謝の手紙披露

社会福祉科３年
倉元　綾香 さん

（種子島中出身）

　「感謝の集い」で学習の成果
として保護者をモデルに介護

技術を施すことができました。また，感謝の手紙
を直接読み，気持ちを伝えることができました。
　本来，手話歌は文化公演で披露するため準備し
てきました。コロナ禍の影響で叶いませんでした
が，保護者のことを想い，感謝の気持ちを込めて
一生懸命演じることができました。一緒に頑張っ
たクラスメイトと感動を分かち合えよかったです。

社会福祉科３年
池上　加奈 さん

（鷹巣中出身）

　「感謝の集い」では，保護
者をモデルに介護実技や手

話歌，レクリエーションを行いました。
　さらに，保護者へ手紙を準備し日ごろの感謝
の気持ちを伝えることができました。私は，普
段親孝行ができておらず，これを機会に少し恩
返しができたように思えました。
　素晴らしい発表をすることもでき，３年間を
振り返るよい思い出づくりになりました。



－18－

キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ

　10月に県新人空手道大会で男女アベック優勝し，11月九州新人空手道大会に出場。その他の部活動も県内各
地で全国大会出場をかけた大会が行われました。
　駅伝部は，全国高校陸上大会において，中田紫音君が3000ｍ障害で７位，野村昭夢君が5000ｍで優勝とい
う素晴らしい成績を収めました。
　空手道部は，県新人戦において見事男女アベック優勝し，11月に行われる九州大会への出場権を男女で獲得
し，男女九州制覇へ向けて，練習に取り組んでいます。
　男女バレーボール部は11月21日（土）から行われる全日本バレーボール選手権大会鹿児島県予選に向けて，男
女アベック優勝を目標に切磋琢磨し，練習に取り組んでいます。
　今年は新型コロナウイルスの影響で，先の見えない苦しい時期がそれぞれあったと思いますが，大会が開催
されることへの感謝の気持ちは例年以上に感じていることと思います。練習を重ねて，悔いのない戦いをして
くれると思います。

空手道部・駅伝部大会報告
男女バレーボール部大会へ向けて

進学体育科３年Ａ組
川ノ上　太暉 君

（緑丘中出身）

　男子バレーボール部は11月
21日（土）～ 23日（月）に行われ

る春高バレー鹿児島県予選に出場します。今年は
新型コロナウイルスの影響で九州総合県予選，イ
ンターハイ県予選などのさまざまな大会が中止に
なりました。
　なかなか自分たちの力を発揮する場がなく，チー
ムのモチベーションを保つことが大変でした。し
かし，最後の春高予選は優勝目指して頑張ります
ので，応援よろしくお願いします。

進学体育科３年Ｂ組
野村　昭夢 君

（有明中出身）

　今回私は，広島で行われた
全国高校陸上大会の5000ｍに

出場しました。結果としては自己ベストで優勝す
ることができましたが，目標にしていたタイムで走
ることができませんでした。今回の全国での経験
をこれからの陸上人生に活かしていき，大学では
箱根駅伝で区間賞を取れる選手になります。

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11月21日（土）～ 23日（月）に

行われる春高バレー鹿児島県予選に出場します。
今年は新型コロナウイルスの影響で思うように練
習できない日々が多くありました。しかし，「逆境
を乗り越える執念を持て」というキャッチフレー
ズのもと全員で優勝を目指して，主体性を持って，
練習に励んできました。絶対に優勝を掴み取りま
す！応援よろしくお願いします。

進学体育科３年Ａ組
中田　紫音 君

（朝日中出身）

　 私は，10月23日（金）～25日
（日）に広島で行われた全国高

校陸上大会に出場しました。初の全国の舞台とい
うことでレース直前までは緊張しましたが，レー
スが始まると落ち着いて自分の走りをすることが
でき，7位でゴールすることができました。
　高校卒業後は大学でも駅伝を続けるので，箱
根駅伝を走れることを目標に次のステージでも頑
張っていきます。
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　11月３日（火）に文化祭が実施されました。３年生はスノーボール，２年生はチョコチップマフィ

ン，１年生はマドレーヌで事前注文を取り，多くの生徒に購入していただきました。例年とは違う形

での実施となりましたが，今まで授業で学んできたことを活かしクラス全員で協力して無事成功させ

ることができました。

文　化　祭

普通科1年Ｃ組
万田　柊歩 さん

（桜山中出身）

　高校生で初めての文化祭
で文化委員を務めました。

初めての体験で不安だったのですが，先輩方
が優しく教えてくださり無事成功することが
できました。今年は，コロナウィルスの影響
で販売ではなく，予約制だったので忙しいこ
とはあまりありませんでしたが，来年販売に
なったときに慌ててしまわないよう今回の経
験と先輩方から教わったことをしっかりと活
かして来年も最高の文化祭にしたいです。

普通科３年Ｃ組
中川　れいら さん

（伊﨑田中出身）

　今年は，私たち３年生に
とって高校生活最後の文化

祭となりました。昨年とは異なる部分も多かっ
たですが，クラス全員で協力し，無事に予約
数を作り終え，美味しく食べてもらうことが
できました。これからは卒業作品展や，お互
いの進路に向けてそれぞれいいものとなるよ
う頑張っていきたいと思います。

普通科２年Ｂ組
岡村　咲耶 さん

（加治木中出身）

　今年度の文化祭は，例年
よりも縮小されて行われま

した。製造の方も昨年とは違い，一種類のみ
販売で慣れない仕事に戸惑うこともありまし
たが，無事短い期間で終わらせることができ
て，すごくホッとしました。協力してくれた
クラスのみんなや，先生方に感謝したいです。
この文化祭のおかげでたくさんのことを学べ
たのでとてもいい機会になりました。今後の
活動にも活かしていきたいと思います。

文化祭で製作したスイーツ
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11月３日（火）に行った文化祭で，ホテル観光科２年生が，「１日限定オープン・ディズニーラウンジ」
と称した店舗で，５種類のカクテル風オリジナルドリンクを開発し，販売しました。

販売商品はもちろん，店舗設営にもこだわりました。
以下に，生徒の感想と様子をお伝えします。

　ホテル観光科３年生の進路活動が本格化し，内定や合格者の中で，今回，鹿児島県内に，新しくオー
プンするホテルのオープニングスタッフとして，就職が内定した生徒のコメントを以下に紹介しま
す。

オリジナルドリンクを販売しました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で接客～

就職が内定しました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で内定～

ホテル観光科２年
坂元　愛里 さん

（甲東中出身）

　私たち２年生は，文化祭
でオリジナルドリンクを販

売しました。
　商品開発は，想像以上に難しく，みんなで
色の組合せや，味など試行錯誤しながら調整
した結果，5種類の商品を完成することがで
きました。
　文化祭当日は，限られた時間の中で，約
300杯を完売することができ，達成感を感じら
れる文化祭を過ごすことができました。

行列ができたドリンク販売

完成したカクテル

ホテル観光科３年
田平　桜子 さん　　（谷山北中出身）
　私は薩摩川内市に，来年の夏新規オープンする，「S…CUBE…HOTEL…by…
SHIROYAMA」へ，就職が内定しました。
　多くの先生や友人に協力をもらい，放課後に何度も面接練習に取り組みま
した。

　内定通知が手元に届いた時は，クラスの友人も一緒になって喜び，安心と嬉しさで胸がいっ
ぱいになりました。
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　10月24日（土）に第２回一日体験入学が行われ，調理科に73名もの中学生が参加してくれました。

　今回は，「オリジナルピザを作ろう」と題して，12種類の具材を自分の好きなようにトッピングして，

チーズがとろーりで美味しいピザと，クッキング部の生徒が作ったチョコレート風味のパンナコッタ

を試食して，楽しい体験学習ができたようです。

～第２回一日体験入学　オリジナルピザを作ろう♪～

調理科1年Ｂ組
瀬戸口　小絵 さん

（加世田中出身）

　今回，体験入学の補助
として参加し，中学生の前

で先生と一緒に示範をすることにはとても緊
張しましたが，中学生のみなさんが，キラキ
ラした目で興味津々な様子に私も一生懸命教
えてあげたいなという思いになりました。ピ
ザ生地をきれいに丸く伸ばしたり，色々な具
材を上手にトッピングして，美味しそうにピ
ザを食べてくれて，とても嬉しかったです。

調理科1年Ｂ組
片野田　萌羽 さん

（南中出身）

　第２回の体験入学では，先
生の補助として中学生の前で

ピザ作りをしました。夏の体験入学での経験も
あり緊張はしませんでしたが，多くの人を前に
してしっかりできるか不安でいっぱいでした。
　しかし，笑顔で真剣な中学生を見て不安もな
くなり，来年一緒に学校生活を送るかもしれな
い後輩になるのだと思うと今から楽しみになりま
した。今回も，貴重な経験ができてよかったです。

～第一調理実習での示範～

～第二調理室での示範～

～学科説明～

～チーズがとろーりピザ～
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ビジネス情報科２年
寶滿　希美香 さん

（重富中出身）

　私は，第２回体験入学で
学科紹介をさせていただき

ました。また，中学生にはお小遣い帳の作
成を体験してもらいました。中学生が少しで
もビジネス情報科について理解できるように
しっかりとサポートすることができました。
今回の体験入学で中学生がビジネス情報科に
興味をもってくれると嬉しいです。

ビジネス情報科３年
木原　萌海 さん

（串木野中出身）

　ビジネス情報科では，電
卓の使い方とパソコンで，

簿記を中学生に体験してもらいました。人に
教えたことが少ない私には，難しいところも
ありましたが，とても良い経験になりました。
中学生の皆さんとも色々な話をたくさんする
ことができ，楽しい一日を過ごすことができ
ました。

　10月24日（土），鹿児島城西高等学校第２回一日体験入学が行われました。第１回に引き続き，多くの

中学生が参加してくださいました。『心のこもったおもてなし』を目指し，準備を重ねました。当日も６名

の高校生が補助員として参加し，学科の魅力を伝えました。ビジネス情報科では，『エクセルを使って現

金出納帳の書き方を学ぼう！』という目標を掲げました。お年玉をもらった後に，買い物をし，それを出

納帳にまとめていく方法です。初めてエクセルを使う中学生も多く，最初は緊張していましたが，高校生

の優しいサポートもあり，全員出納帳を作り上げることができました。中学生の皆さん，鹿児島城西高等

学校で共に学びましょう。待っています。

中学生の皆さん，鹿児島城西高校で待っています！

高校生が親切に，丁寧に，優しく教えています
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ファッションデザイン科1年
内村　和花 さん

（加世田中出身）

　先日，1年生にとって初め
ての文化祭が行われました。

私たち1年生は生け花の展示や自分で制作した
スカートを着用してファッションショーに出演
しました。本番はとても緊張しましたが，とて
も貴重な体験をしました。先輩方を見習って来
年に向けて頑張っていきます。

ファッションデザイン科２年
泉　羽音 さん

（北指宿中出身）

　今年の文化祭はコロナ禍
で，昨年とは違う形での開催

となりましたが，みんなとても楽しんでいました。
それぞれが歌やダンスで輝いていて，とても盛
り上がっていました。私たちはファッションショー
に出演し，とても楽しく歩くことができました。

　11月３日（火）に文化祭が実施され，学科展示とファッションショーを発表しました。展示会場では，

生け花やぬいぐるみなどを展示，体育館では１年生から３年生まで，自分が制作した作品を着装して

ファッションショーをしました。以下に，文化祭の様子と生徒のコメントを紹介します。

　10月16日（金）から就職試験が始まりました。ファッションデザイン科の３年生も，今まで学んできた知

識や培ってきた技術を活かし，自分の希望する進路に向けて就職試験に臨みました。努力の成果が実を

結び，続々と合格の報告が届いています。以下に，内定をいただいた生徒の喜びの声を紹介します。

文化祭　〜学科展示・ファッションショー〜

就職内定　〜進路決定の喜び〜

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）
　私は，株式会社まきの商店から内定通知をいただきました。面接でスムー
ズに答えられるように，先生方や友達に頼んで何度も練習してもらって良
かったと思いました。来年の春はいよいよ社会人です。今までの生活が変わっ
て大変になりますが，精一杯頑張ろうと思います。

楽しくファッションショーをしました 生け花やフラワーアレンジメントを展示
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将来，みなさんはたくさんの
人に出会い，いろいろな仕事を
任されることでしょう。
上司や先輩に，何か用事を頼
まれたときに，「この仕事はラ

クか」，「自分にプラスになるか。」などと，損得
を考える人もいるかもしれません。
しかし，いかなるときも０．２秒で返事をし，「頼
まれごとは試されごと。」と考え行動できる人は
どうでしょう。
「フロアの掃除をしておいて。」と頼まれた０．
２秒後には，「はい！」と返事をし，「今，私を試
していますね。頼まれごとは試されごと。見てい
てください。あなたが思っている以上にピカピカ
にこのフロアを磨き上げてみせます。私の仕事は，
あなたの予測を上回ることです。」と，どんな雑
用だろうと使い走っぱしだろうと，すべてこの心
意気で一生懸命やるのです。
この気持ちは，必ず相手に伝わります。仕事を
頼んだ人は，できる・できないに拘わらず，あれ
これ頼んでみたい，この人に任せたい。と思うで
しょう。

すると，より多くの経験ができ，成長も三倍速！
周りの人からも「この人と仕事がしたい。この人
を応援したい。」と思われるようになるでしょう。
以前，特別支援学校に勤務していたときに，

「ケーキ屋さんで働きたい」という夢を叶えた生
徒がいました。その生徒は，大好きなケーキを作
るために，勤務開始1時間前には出勤し，毎日丁
寧に朝の準備や掃除を行うことができ，実際にい
ろいろな仕事を任されるようになりました。技術
や経験も大切ですが，今できることを精一杯やろ
うとする「姿勢」が，そこで働く従業員の気持ち
を駆り立てたようです。
信頼や思いやり，よりよい人間関係とは，その

ような仕事に向き合う「姿勢」から生まれること
もあるのかもしれませんね。
学校においても，任された仕事に精一杯取り組

む生徒をよく見かけます。
「頼まれごとは試されごと。」あなたの素直さや
心意気，何かに取り組もうとするその姿勢は，必
ず将来につながっていくと信じています。
中村文昭さんの著書『人生の「師匠」をつくれ』より一部引用

「頼まれごとは試されごと」 普通科共生コース　朝木　修一

学校納付金について

　鹿児島県から高等学校等就学支援金の支給額決定通知がありました。

それに伴い高等学校等就学支援金の金額に差が生じた方には11月から３

月の間で、授業料から調整をしております。

　３年生と福祉共生専攻科２年生の２月にお支払いいただく金額は、３月

分を含めた２か月分となります。また、諸費・補助教材費の返金がある

学科は、２月分で調整をさせていただきます。

【学校納付金振替日】
12月分
　12月15日（火）

1月分
　1月15日（金）
※必ず前日までに
ご入金ください。

お知らせ（事務局から）



12・1月行事予定
日 曜日 行　　　　　　　事

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

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，

（共）社会見学学習
16 水 課題提出締切日，寮生指導，寮生クリスマスディナー，（共）社会見学学習

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 愛校デー・ワックス掛け（寮生），（専攻科）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，（専攻科）クリスマス会，（ドリームコース）社会見学学習

23 水 終業式

1／７ 木 願書受付開始（～ 14日）

8 金 始業式，ＨＲ役員選出，宿題回収，通学時指導，容儀指導

12 火 卒業試験･ホテル観光科学年末試験，調理科養成施設修了認定試験

13 水 卒業試験･ホテル観光科学年末試験，調理科養成施設修了認定試験

14 木 卒業試験･ホテル観光科学年末試験，調理科養成施設修了認定試験
15 金 卒業試験･ホテル観光科学年末試験，調理科養成施設修了認定試験，特別作業（４Ｈ），

公務員模試（進公コース２年　1～３Ｈ）
18 月 推薦･共生･ドリーム入試

19 火 ３年生恩師への便り指導開始，赴任心得指導３年（４Ｈ），第8回英語小テスト
20 水 ホテル観光科「感謝の集い」，推薦･共生･ドリーム合格発表

21 木 再試験時間割発表（３年），教育相談（16：00 ～），（特別支援）卒業生を送る会，
（ドリームコース）卒業生を送る会

22 金 特別作業（３･４Ｈ）

25 月 一般入学試験（生徒は入試に伴う休業　～ 29日）
※行事については変更もあり得ますので，その都度ご連絡申し上げます。




