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私事ながら，現在小学３年
生の娘がいる。子どもの成長
は早く，先日までできなかっ
たことがいつの間にかできる
ようになっている。そのような
娘の成長を目の当たりにした

時，親としての幸せを感じる今日この頃である。
その反面，これまでしなかったような「悪さ」も
目につくようになってきた。激励と叱責を繰り返
しながら，どのようにしたら娘が分かってくれる
のか，改善できるのかを日々模索している。同じ
子が二人といないように，子育てに前例はなく，

我が子にあった育て方を夫婦で考えながら，最善
と思われる選択をする日々であるが，その成果が
見られるのはまだまだ先のことだと思う。
教鞭をとるようになって20年，娘の成長を感

じる日々を過ごす中で，保護者の子どもに対す
る思いを理解できるようになってきた。また同様
に，我が子を預ける学校に何を期待し，何を願っ
ているのかについても考えるようになった。私が
娘の通う小学校に対して感じる思いを，きっと本
校の保護者も思っているのだろうと考えると，私
たち教師が果たさなくてはならない責任は重い。
特に本校のような実業系の高校では，卒業後に
社会に出る生徒が多く，教育を受ける最後の場
であると考えると，伝え，理解させなければなら
ないことは多い。
現代の若者は離職率が高いといわれ，学校と

社会とのギャップについて行けない若者が多い
ことが原因の一つとして挙げられている。私た
ち教師は，現場の厳しさを学校教育の中で教え，

乗り越えていけるだけの力を育てなければならな
い。そこには優しいだけでは伝わらない，理解
のできないことも少なくない。時には厳しく叱責
しなければならず，生徒と衝突してしまうことも
ある。そこで妥協をし，甘さを出してしまっては，

結果として社会に適応できない大人を育ててし
まうことになる。私たちは，愛情を持って子ども
に厳しく接しなければならないこともある。
娘が先生に叱られたという話を聞く時，必ず

その理由を聞く。わずか9歳の自分本位な話し
方ではあるが，その話の中から娘の悪かった点
を見いだした時，叱ってくださった先生に対して
「ありがたい」と心から感謝する。わずかな娘の
変化を見逃さず，それ以上に悪くならないよう指
導をしてくださった先生に，よく見てくださって
いると感心せざるを得ない。
労働災害における経験則の中にハインリッヒ

の法則がある。『「重傷」以上の災害が1件あっ
たら，その背後には，29件の「軽傷」を伴う災
害が起こり，300件もの「危うく大惨事になる」
傷害のない災害が起きていたことになる』とい
うものであるが，学校現場においては，小さな
「悪事」を見逃すとやがて大きな「事件」につな
がると言い換えることもできるのではないだろう
か。生徒が社会に適応し，生活していけるよう
になるためには，小さなことから気に留めていか
なくてはならない。私も，お預かりしている生徒
一人一人に目を向け，子どもたちの良い点を伸
長できるよう努めるとともに，現実をしっかりと
理解させた上で夢を掴むことのできるよう今後と
も指導に努めたい。

子どもの成長を見つめて

ビジネス情報科長　山 下　俊 治
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　１月８日(金) ３学期始業式が行われました。校長先生の式辞では本校卒業生の活躍や，部活動の活

躍などが紹介されました。また，令和３年の日章学園スローガンの発表があり，「やり抜く力」のスロー

ガンのもと，自分の好きなことに一生懸命に努力し，「やり抜く力」を付けてほしいと思います。

　令和３年も鹿児島城西高等学校の活躍を期待しています!!

各HRで担任からの新年のメッセージが伝えられ，３学期がスタートしました。

３学期が始まりました!!

～空手部が元気にあいさつしてくれました！～ ～笑顔で新年がスタートしました!! ～
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吹奏楽部　クリスマスコンサートで演奏を披露

　１２月２１日(月)，吹奏楽部によるクリスマスコンサートが本校スリーオンコートで開催されました。曲

目は，「恋人たちのクリスマス」・「メリクリ」などのクリスマスソングメドレーも奏でました。中盤は

チアリーディング部もサプライズで登場し，クリスマスコンサートを盛り上げてくれました。

ビジネス情報科1年
西　綺音 さん

（伊集院北中出身）

　12月21日（月）にスリーオ
ンコートでクリスマスコン

サートがありました。コロナ禍の影響で日頃
の成果を発揮する機会がなかったので，開催
することができて本当に嬉しいです。３年生
との演奏はこれで最後だったので緊張しまし
たが，とても楽しむことができました。しば
らくは，人前で演奏機会は少ないと思います
が，日々の練習を怠らずに取り組みたいです。

普通科２年Ｂ組
永峯　雪羽 さん

（緑丘中出身）

　今年は新型コロナの影響
で，人前での演奏が少な

かったせいか,…いつもは楽しく演奏ができて
いたクリスマスコンサートが今回は少し緊張
が入ってしまいました。高音のところなど，

まだまだ改善するところが多かったので，次
に活かしていきたいです。演奏を聴いてくだ
さった方々が手拍子をしてくれたのがとても
嬉しいでした。
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　令和２年１２月２４日（木），吹上浜人工芝グラウンドで「第２回Ｊ（城西）リーグ兼3年生を送る会」を開催

しました。４チームに分かれて白熱したゲームが展開され，グッドプレー（ゴールを決めるなど客観的

に良いプレー）をした選手は大会本部でのアピールを得て，豪華賞品を手にしていました。

　３年生にとっては，今まで誰も経験したことのない１年間でしたが，「城西愛」を持ってよく戦ってく

れました。本当にありがとうございました。１，２年生は３年生から学んだことを活かし，必ず結果に繋

げてほしいと思います。

　※Ｊ（ｏｓｅｉ）リーグは，感染症対策を徹底して実施しました。

サッカー部 “Ｊ（城西）リーグ兼3年生を送る会” 開催！

見事優勝したチーム

明るく試合を楽しむ選手たち

良い思い出ができました

笑顔の３年生

進学体育科３年Ｂ組
古薗　汰久己 君
（御殿場市立富士岡中出身）

　12月24日（木）に，サッカー
部は「第２回Ｊリーグ」を行

いました。試合では，面白いゴールパフォー
マンスをしたり，プレゼントをもらったりと
笑顔があふれ，楽しい一日を過ごすことがで
きました。開催してくださったスタッフや保
護者に感謝の気持ちでいっぱいです。ありが
とうございました。

進学体育科３年Ｂ組
中川　洋輔 君
（福岡市立柏原中出身）

　「第２回Ｊリーグ」が吹
上浜人工芝グラウンドで行

われました。３年生にとっては最後の試合で
した。心からサッカーを楽しむという目的を
持ちながら，1年生から３年生全員が生き生
きとプレーし，最高の思い出を作ることがで
きました。開催してくださった先生方，保護
者の方々に感謝しています。
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　令和３年１月６日（水），本校中庭聖域において安全祈願祭が執り行われ，後藤 洋一理事長をはじめ，

鹿児島キャンパス校，鹿児島教育事務所，日章学園グループ企業の職員が参加し，学園に勤務する教職

員の今年1年間の安全と健康，併せて学園のさらなる発展を祈願しました。

　神事の後，理事長から年始のあいさつがあり，その中で令和３年のスローガンの発表がありました。

スローガンは「やり抜く力」。やり抜く力とは，自分の目標に対してひたむきに取り組み，挫折や困難が

あったとしてもあきらめずに努力を続け，粘り強く最後までやり抜く力のこと。勉強や資格取得，部活動，

仕事においても決してあきらめずに地道に努力をし続ける力を身に付けてほしいというお話がありまし

た。最後にコロナに打ち勝ち，学生・生徒，職員，そのご家族にとって幸多き一年でありますようにと

締めくくられました。

令和３年　スローガン「やり抜く力」

神事の様子 後藤理事長からの年始のあいさつ

～安全祈願祭～

令和２年　鹿児島城西高等学校１０大ニュース
１　野球部 甲子園初出場 ２0２0年甲子園高校野球交流試合 鹿城西１－３加藤学園(静岡)
２　駅伝部　野村 昭夢 君 JOCジュニアオリンピック全国高等学校陸上競技大会２0２0高校男子

5000m優勝　県高校新人駅伝大会優勝　県高校駅伝大会 準優勝
３　学校法人　日章学園 創立70周年記念式典開催　
　　学園創立70周年NGH KJH野球・サッカー交流試合 体育祭や文化祭等，70周年記念行事開催
４　「豊かな心と思いやり」発揮の感謝の集い　TVで報道される。
５　吹奏楽部「KTSの日」のフィナーレを飾る
　　ナオト・インティライミさんとのコラボ曲「エールの歌」を演奏
６　空手道部　第55回鹿児島県高校新人空手道大会　男女アベック優勝　
　　全九州高校新人空手道大会 男子３位 女子２位　個人組手優勝　山下 慶人 君　玉城 優 君
７　サッカー部　第99回全国高等学校サッカー選手権鹿児島県大会 準優勝　
　　人工芝サッカー場造成工事 令和３年３月完成
８　鹿児島県高等学校新人卓球競技大会で団体優勝 
　　第73回全日本バレーボール選手権大会　男女共に３位
９　社会福祉科インターアクトクラブ　鹿児島ロータリークラブから「青少年功績賞」を受賞
　　税に関する作文・標語で学校賞を受賞
１0　ファッションデザイン科２年　竹内 愛乃 さん　種子屋久高速船制服デザイン賞受賞
　　稲森 祐貴 選手　日本オープンゴルフV ２
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フットサル部

　鹿児島城西高等学校フットサル部は，「全日本ユースU－18フットサル大会鹿児島県大会」の優勝を目

標に掲げ，日々練習しています。昨年は，この大会が新型コロナウィルスの影響で中止となり，他の大会

も軒並み延期や中止となったことで部員のモチベーションの維持も大変でしたが，数少ない大会や他のク

ラブチームとの練習試合を拠り所として頑張ってきました。今年の５月にある大会も開催の予定がまだ明

確ではありませんが，今できることを一つ一つ確実に積み重ね，来たるべきときのために備えていきたい

と思います。

調理科２年Ｂ組
橋口　亜士崇 君　　（金久中出身）

　私たちフットサル部は，今年の県大会に向けて練習をしています。部員は６
人と少ない人数ではありますが，少ない人数でもできる練習を考えてその練習
に取り組んでいます。新型コロナで大会が少ない中でも，一つ一つの大会で結

果を残せるように頑張っていきたいです。
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ダンス部

　ダンス部では大会入賞やイベント出演，ダンス技術の向上などを目標に練習に励んでいます。現在２年

連続で九州大会上位入賞し，全国大会に出場しています。また，先月は鹿児島県令和２年度文化芸術創造

活動支援事業で制作されたショートムービーにも出演しました。

普通科２年Ａ組
肥後　真綸 君　　（和田中出身）

　私たちダンス部は主にストリートダンスに力を入れて，日々練習に励んでい
ます。現在，目標としている大会では２年連続で全国大会に出場しています。
部員・マネージャーの募集もしているので，ダンスに興味がある人はぜひ一度

練習の見学に来てください。

スリーオンコートで初めてのダンス発表会をしました

大会の映像審査用の動画撮影 全力で臨むショートムービー撮影
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2020年12月末に強化部合宿所ビクトリー寮の大掃除を行いました。1年間のお世話になった寮に感

謝の気持ちを込めて，隅々まできれいにしました。

2021年は，野球・サッカー・駅伝の３部が全国大会で活躍してくれることを期待しています!!

ビクトリー寮

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／サンライズ寮

大掃除

進学体育科1年Ａ組
古城　颯大 君

（帖佐中出身）

　私たちは，昨年の12月に
入寮してから9か月お世話

になったビクトリー寮の大掃除を行いました。
毎日掃除をしているのですが，普段はなかな
か掃除が行き届いておらず，とても汚れてい
る場所もありましたが，みんなで協力して隅々
まできれいにすることができました。
　2021年も常にきれいな寮を目指して日頃
から丁寧に掃除をしたいと思います。

進学体育科２年Ａ組
巻　宗馬 君
（宮崎市立久峰中出身）

　私たちは昨年の12月にビ
クトリー寮の大掃除を行い

ました。普段掃除ができていないところもあ
りましたが，細かくきれいにすることができ
ました。
　寮生活は団体生活なので，一人一人が整理
整頓を心がけて，常に清潔な状態でいたいと
思います。また日頃の清掃や細かい部分への
目配りが部活動の結果にもつながるので大切
にしていきたいです。

トイレをキレイに！

床をキレイに！

ごみの分別をしっかり！

踊り場もキレイに！

洗面所を磨きます！

壁も磨きます！
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

2020年は新型コロナウイルスの影響で例年通りの学校活動が行えず，異例ずくめの年となりました。

３年生にとって最後のクラスマッチは３密を避けての実施ということで，３学年のみでの実施となりま

した。

生徒会としては，「マスクの着用，競技後のアルコール消毒，３密の回避，換気」の新型コロナウイ

ルス対策を徹底して行い，限られた環境のもとで精一杯楽しむ努力をしました。競技数を限定して実施

したものの一学年だけということもあり，一人一人のプレーする時間も確保され，非常に充実したクラ

スマッチになりました。

ステイホームの年末年始を過ごす生徒たちにとって，体を動かし，仲間と躍動する時間は貴重であり，

また日頃のストレスを解消する瞬間であったと思います。

生徒会便り
～３年生，思い出のラストクラスマッチ!! ～

進学体育科３年Ａ組
田平　哲也 君

（谷山北中出身）

　先日，３年生としては最
後のクラスマッチが行われ

ました。私は普段プレーすることのないバス
ケットボールに参加しました。私が在籍する
進学体育科にバスケ部員はいませんでした
が，３年間培ってきた勝利に対する執着心，

負けず嫌いさを出し，まとまりをもつことで
優勝することができました。進学体育科らし
く楽しむことができたと思います。

進学体育科３年Ａ組
ヒル袈依廉 君
（鹿児島育英館中出身）

　先日，３年生のみでクラ
スマッチが行われました。

競技数が少なかったり，応援ができなかった
りと，例年とは違う形で開催されましたが，

残り少ない学校生活の中で，クラスメイトと
力を合わせて上位を目指したことは貴重な経
験となりました。また，思い出深いものとな
りました。残りの学校生活も楽しんでいきた
いと思います。
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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は資格取得推進校として，卒業までに多くの資格・検定に挑戦することを勧めて

います。なかにはその学科に所属しなくては受験できないものもありますが，全学科共通して挑戦でき

る資格・検定もたくさんあります。次の表を参考にして，今後の目標を立ててみてはいかがですか？

資格・検定への挑戦！

学　科　名 学科特有の資格
在学中に挑戦できる資格

（全学科共通）

ヘアーデザイン科
美容師国家試験受験資格　JBCA検定
ネイリスト技能検定

日本漢字能力検定

実用数学技能検定

実用英語技能検定

サービス接遇実務検定

秘書検定

日本語ワープロ検定

色彩検定

危険物取扱者資格

ボイラー取扱者技能講
習修了証

トータルエステティック科

認定エステティシャン
メイクライセンス及び修了証
アロマコーディネーター修了証
ネイリスト技能検定
ネイル修了証

普
　
通
　
科

パティシエコース 製菓衛生師国家試験受験資格

芸術文化コース JDAC認定ダンス指導員

アプリケーション
コース

コンピュータサービス技能評価試験（ＣＳ検定）
ITパスポート（国家資格）
Microsoft office specialist（ＭＯＳ）検定

社会福祉科
介護福祉士国家試験受験資格
福祉住環境コーディネーター
日本赤十字救急法救急員

ホテル観光科

秘書検定
ホテルビジネス実務検定
ビジネス実務マナー検定
サービス接遇実務検定
レストランサービス技能士国家資格

調　理　科
調理師免許証（卒業時取得）
専門調理技術考査（学科試験）
食育インストラクター認定資格

ビジネス情報科　

簿記検定
電卓検定
日本情報処理検定
ビジネスコミュニケーション検定
ビジネス文書実務検定

ファッションデザイン科
全国高等学校家庭科被服製作技術検定
華道小原流初等科免許状
ファッション販売能力検定
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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 ～

豊かな心と思いやり
端正な容儀がもたらすもの

　ひと月もすると３月。卒業や進級に向けて，それぞれが新しいステップへ進む準備に入る時期になり
ます。自然に人と接する機会が増え，私たちの言動は学校から外に向けて発信されることも多くなりま
す。同時に皆さんの身なりが，外部の方に無言のうちに鹿児島城西高等学校を表すバロメーターになっ
ていることに気付いているでしょうか。また，未来を担う皆さんが社会へ飛び立つ日のために，高校在
学時から端正な容儀を心がけ，周囲の人が不快に思う身なりではなく，気持ちよく過ごせるようにした
いものです。

１　第一印象は15秒
　人は15秒で印象を決定すると言われています。決定された第一印象は簡単には変わりません。
　First impressions are the most lasting.　　（第一印象はいつまでも続く）
　これは英語のことわざです。「第一印象は，その人のイメージを大きく左右する。何度も会って，

その人のいろいろな面が見えてきても，最初のイメージはなかなか消えない。だから初対面の相
手に与える印象には注意すべきである。」という意味です。

２　人は見た目で判断します
　では，第一印象はどのような要素で決定されるのでしょうか。視覚から87％，聴覚から７％
の要素で決定されると言われています。「人は見た目だけで判断してはいけない。」と言う人もい
ますが，この言葉から見た目で判断するのが，人の常ということがわかります。

　鹿児島城西高等学校では月に１度，容儀指導を行っています。スーツに似たブレザーを身にまとう皆
さんは，より社会的マナーを守って着こなすことが必要です。特に次の項目が守れていないようです。

男子生徒

　〇　散髪がされていない。
　〇　ツーブロックなどの特異な髪型をしている。
　〇　ブレザーの第一ボタンを留めていない。

女子生徒

　〇　頭髪の毛染めをしている。
　〇　スカートの丈が極端に短い。
　〇　ブレザーの第一ボタンを留めていない。
　〇　靴下の長さが短い。

写真を参考に，

もう一度端正な容儀を考えて
実行してみてください。



－12－

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

進 路 指 導 部 か ら ～ 未 来 を 担 う 生 徒 た ち の 夢 を サ ポ ー ト ～

　新型コロナウイルス感染症の影響により，例年とは異なる進路活動

が続いています。各企業・大学等でも就職進学試験がリモートによる

面接で実施されています。

　今後もこのような状況が続くことが予想されますで，リモートを用

いて就職活動や入学試験に臨んだ生徒の体験談を紹介します。これか

らの進路活動に役立ててほしいと思います。

リモートによる面接・入試体験談

進学体育科３年A組
岩　小鈴 さん

（鴨池中出身）

　私は，大学入試をリモー
ト面接で受験しました。前

日にオリエンテーションがあり，接続の確認
や注意事項の確認がありました。当日は，カ
メラから極力目線を逸らさず，声量に気を付
け，対面面接ではないので「この子に直接会っ
てみたい」と思ってもらえるよう，話し方や
返答に気を付けました。ぜひ，参考にしてみ
てください。

ビジネス情報科３年
船渡　花恋 さん

（鶴田中出身）

　私は、リモートを用いて、
進学試験の面接を受けまし

た。リモート面接は初めてだったので、先生
方に面接練習をしていただきました。当日は
会場で受験校の担当の先生と面接を行いまし
た。質問が聞き取りにくい部分は聞き直すな
どの対応ができました。自分の声が伝わるよ
うに声のボリュームにも気を付けました。

ヘアーデザイン科３年
倉　美幸 さん

（内之浦中出身）

　私は，東京の美容室に就
職を希望しており，新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のためリモート面
接を受けました。慣れない環境での面接は，

より一層緊張感がありました。初めての就職
面接だったので直接お会いして面接を受けた
かったと思いました。
　どんな形であっても自分のことや仕事への
思いなどを伝えることができ，内定を頂けた
ので良い経験になりました。

普通科３年Ｃ組
有村　水晶 さん

（溝辺中出身）

　私は，兵庫県の菓子製造
業を受験しました。一次面

接はリモートによる面接でした。
　直接会っての面接とは違った緊張感があ
り，当日まで自分がどのように映るのか身だ
しなみだけではなく，目線の位置，声の大き
さやスピードなどを意識しながらの自己ア
ピールの練習をしました。初めての体験でし
たが，改めて自分に対しての意識を高める良
い機会になり，学びになりました。

進 路 指 導 部 か ら
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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　視　察

　本校ではより多くの方々に本校の魅力を知っていただくために，中学校の生徒やPTAの方々を対象

に本校への視察受け入れを行っています。校内を視察する際は，各学科説明をすべて生徒が行い，日頃

学んでいる専門技術を披露しています。毎年，大勢の中学生，保護者の方々が来校されますが，令和２

年はコロナ禍の影響もあり，来校者が減少しました。令和３年は少しでも多くの方々に来校いただける

よう，新型コロナウィルスの終息を願います。

　※下の写真は2019年度のものです。

パティシエコース：実習実演 ファッションデザイン科：学科説明

アプリケーションコース：ドローン飛行

社会福祉科：介護体験運動

ヘアーデザイン科：ワインディング

芸術文化コース：ダンスパフォーマンス披露
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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 ～

普通科共生コース・福祉共生専攻科

社会見学・スポーツ教室開催!!
　校外活動や施設利用をとおして，余暇活動に対する興味･関心を高め，集団行動の中でのルールやマナー

等の向上，レクリエーションをとおして体力向上をねらいとした社会見学・スポーツ教室を開催しました。

　共生コースは，12月15日（火）・16日（水）に二班に分かれ，東宝シネマズ与次郎での映画鑑賞，城山ホ

テル鹿児島でのテーブルマナー教室を行いました。特にテーブルマナー教室では，レストランで西洋料

理を食べながら，エチケットとマナーの違いやナイフとフォークの使い方など様々なことを学ぶことが

でき，非常に良い勉強となりました。

　福祉共生専攻科は，12月21日（月）はボーリングを楽しみ，12月22日（火）は共生コースと同様，テー

ブルマナーを学ぶことができ，それぞれ有意義な時間を過ごすことができました。

　感染症の影響で，今年度初めての社会見学となりましたが，同級生や先輩・後輩と交流しながら，社

会勉強ができ，とても充実した社会見学になりました。

～普通科共生コースの様子～

～福祉共生専攻科の様子～

おしゃれなレストランで少し緊張しました

ナイフとフォークを上手に使えるようになりました

桜島をバックに集合写真！

ストライク目指して頑張りました!!
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ヘアーメイクショー開催
テーマ「～海の中のたくさんの色～」

年の瀬も迫った12月26日（土）にヘアーデザイン科はヘアーデザイン部の部員によるヘアーメイク

ショーを日置市吹上町野首公民館で開催しました。この企画背景には，新型コロロナウィルス感染症

拡大防止のため開催できなかった文化公演の代替企画として，日置市吹上町で創作活動を行う情熱家

カズヒロ　ハカタさんのご協力のもと開催する運びとなりました。

実施が決まってからわずか1か月という短期間ではありましたが，部員たちはヘアメイクのデザイ

ン，音楽制作，ショーの構成などよく考え，行動してくれました。また，何よりもハカタさんにはテー

マを決める段階からいろいろなアドバイスをいただき，衣裳提供までご協力いただきました。

当日は，基本無観客，ライブ配信という形で行いましたが，会場内は生徒の熱気であふれていました。

今後もまたヘアーメイクショーなどに挑戦し，生徒の成長に期待したいと思います。

ヘアーデザイン科２年
橋口　光葉 さん

（武岡中出身）

　私は，今回補助的な立場
でヘアメイクをしました。先

輩たちが大変な思いをしているのを見ていたの
で，何とか成功させたいとの思いで必死でした。
当日は寒い中でしたが，時間が経つにつれ，寒
さを忘れ必死にヘアメイクをしました。
　今回の経験を活かし，より一層成長していき
たいと思います。

ヘアーデザイン科３年
西垂水　さくら さん

（知覧中出身）

　今回，ヘアーメイクショー
を実施しました。責任者と

して今回実施しましたが，ショーの構成，音
楽など短期間で決めることが多く，途中でめげ
そうになりましたが，クラスメイト，後輩や家
族の励ましなどで，何とか無事にショーを行う
ことができました。
　今回は，このような形での実施となりました
が，後輩たちにはこの経験を活かし，もっと素
敵なヘアーメイクショーを実施してくれること
を期待しています。

ハカタさんとスタッフ全員打ち合わせ モデル全員でポーズ
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認定エステティシャン実技試験を終えて

本校のトータルエステティック科では３年間でエステティックに関する基礎理論・技術を学び，３年生時
に日本エステティック協会主催の「認定エステティシャン」という資格取得を目指します。実技試験を合格
した生徒のみ，筆記試験を受けることができます。

本年度も，17期生の３年生21名が令和２年12月８日（火）～ 11日（金）の４日間，認定エステティシャン実
技試験（フェイシャル・ボディ）を受験しました。週２回の実習以外でも，放課後を使い，難しい技術や理論
を習得しながら，21名一丸となって全員合格を目指し試験に挑みました。

無事に17期生21名全員が実技試験に合格し，次は２月19日（金）に行われる筆記試験を受験します。３年間
の集大成としてこれまで学んだことを活かし，筆記試験も全員合格を目指して頑張ってほしいと思います。

実技試験を終えた３年生の感想を紹介します。17期生の全員合格！応援よろしくお願いいたします。

試験対策，放課後も頑張りました

試験後，試験官からレクチャーを受けました 認定試験後の記念写真

トータルエステティック科３年
清水　麻里奈 さん

（吉野中出身）

　今回認定エステティシャ
ン実技試験に無事合格する

ことができました。試験に向けて授業や放課
後を使って一生懸命勉強に取り組みました。
合格の結果を聞いた時にはとてもうれしかっ
たです。次の筆記試験でも合格できるように
最後の最後まで頑張りたいと思います。

トータルエステティック科３年
梅田　璃音 さん

（鴨池中出身）

　私は認定エステティシャ
ン実技試験に無事合格する

ことができました。３年間勉強したこともも
ちろんですが，先生方や友達と協力し，助け
合いながらできたことがこの結果に繋がった
と思います。次の筆記試験でも悔いのないよ
うに，合格を目指して頑張っていきたいです。
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合格祈願！介護福祉国家試験

12月23日(水)，社会福祉科３年生へ１･ ２年生の後輩たちが，合格祈願の千羽鶴と願いを書いた

色紙を手渡しました。

３年生は国家試験対策のため，昨年12月から放課後補習や冬季休業期間も登校し，生徒同士学習

内容の定着を確認し合い切磋琢磨してきました。

介護福祉士国家試験は１月31日(日)に実施され，今は結果を待つのみです。受験生全員の満面の

笑顔が見られることを願っています。

社会福祉科２年
黒松　玲那 さん

（吉野東中出身）

　私たち1･２生は，３年生の
介護福祉士国家試験合格を祈

願して千羽鶴とメッセージを書いた色紙を準備しま
した。
　３年生はコロナ禍の影響で最後の校外実習がで
きない中でも，コツコツと努力されていて，きっと
よい結果が待っていると願います。
　来年度は自分たちの番なので，多くを見習いたい
と思います。

社会福祉科３年
與那覇　嬉春 さん

（和田中出身）

　私たち３年生は，1月31日
（日）に介護福祉士国家試験

を受験しました。それまで，放課後の補習や，

受験対策セミナーを受講したり，クラス全員で
支え合いながら辛い時期も乗り越えてきました。
　1･２年生から千羽鶴と色紙を貰い，より奮
起することができました。今まで努力してきた
ことをすべて出し切ることができました。結果
が楽しみです。

全員が自分を信じて結果を待ちます

合格願っています頼れる先輩たちへ緊張気味の後輩たち
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　鹿児島県高校新人大会が，駅伝部２月６日（土），男女バレー１月23日（土）～ 25日（月），男子サッカー

１月17日（日）～ 23日（土）に実施されます。昨年は野球部が甲子園交流試合に出場し，鹿児島城西高等

学校を大いに盛り上げてくれました。今年も各部活動，新チームの活躍が楽しみです。空手道部，卓球

部はすでに新人戦が行われており，男女空手道部，卓球部ともに優勝しています。これから大会が開催

される部活動は今年一年良いスタートが切れるように全力で闘ってほしいと思います。今年も鹿児島城

西高等学校の名を全国に鳴り響かせてほしいです。各部の選手に意気込みを聞きました。

進学体育科 ～鹿児島県高校新人大会に向けて～

進学体育科２年Ａ組
梅北　紗椰 さん

（武中出身）

　県新人大会では，このコ
ロナ禍で大会に出場できる

ことに感謝し，先生方，先輩方，保護者の
方々の思いを胸に，最後までボールに食らい
つき，諦めない全員全員バレーで優勝を目指
します。応援者の声出しはできませんが，部
員22名で盛り上げていきます。応援よろし
くお願いします。

進学体育科２年Ｂ組
永吉　雅弥 君

（帖佐中出身）

　今年のサッカー部のス
ローガンは「冠道」です。

新人戦，総体，選手権，プリンス昇格の４冠
を目標に，冠を取るための毎日を過ごしてい
ます。チーム一丸となり，「鹿城西愛」をもっ
て，明るく前向きに頑張っていきます。新人
戦を優勝して，勢いに乗れるようにしたいで
す。応援よろしくお願いします。

進学体育科２年Ａ組
田口　恭平 君

（加治木中出身）

　1月23日（土）から行われ
る県新人大会に出場します。

今年のチームは小柄なチームですが，どこの
高校にも負けない元気とチームワークを活か
した全員バレーで，目標である県1位を勝ち
取れるように頑張りたいと思います。また，

日頃の練習の成果が100％発揮できるように
頑張ります。応援よろしくお願いします。

進学体育科２年Ａ組
冨　健心 君

（喜界中出身）

　県新人大会は，前回大会
優勝しているので，王者の

プライドを持って２連覇に挑みたいと思いま
す。11月の県高校駅伝で10人中６人がメン
バー入りした選手が残っています。全員が
100％の力を発揮し，自分自身としてもエー
ス区間で区間賞を取り，２連覇に貢献する走
りをしたいです。
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　令和２年12月18日（金）アプリケーションコース３年生による「保護者への感謝の集い」を実施しました。
　専門授業を通して学んだ技術と知識で制作した卒業作品をプレゼンテーションにて保護者の方々に披露し
ました。
　プログラムの技術を用いて制作したゲームやデジタルで描き起こしたイラストレーション作品，独自のア
イデアで構成したホームページ作品など生徒たちの得意とする技術を存分に発揮した作品は，どれも個性的
で３年間の成長を感じさせるものでした。また，生徒それぞれがこれまで高校生活を支え，応援してくれた
保護者に向けて，感謝の気持ちを手紙で伝え花束を贈りました。日頃，素直に伝えることができない感謝の
想いを伝える良い機会となったようです。
　３年生は，もうすぐ卒業を迎えます。アプリケーションコースで学んだ技術や知識は，必ず将来役に立つ
ものです。この制作と発表の経験を忘れずに社会でも活躍してくれることを期待しています。

日章学園創立70周年記念
普通科アプリケーションコース３年生

「保護者への感謝の集い」

普通科３年Ａ組
アプリケーションコース
大迫　寛太 君

（伊集院中出身）

　私は，ホームページ制作
で使用するイラストレーションを液晶タブレッ
トを使い制作しました。専門のソフトであるイ
ラストレータとフォトショップを使って自分の
世界観を十分に表現できた作品が完成し，と
ても楽しく制作ができました。また，クラスメ
イトや保護者の方々にも作品を披露すること
でたくさんの感想をいただき，最後まで努力し
て良かったと思います。
　この経験を活かして，これからも頑張ります。

普通科３年Ａ組
アプリケーションコース
原口　翔 君

（吹上中出身）

　私は，Scratchを使って
ブロック崩しのゲームを制作しました。自分
が作りたかったゲームを制作することができ
て，とても達成感を得ることができました。
　また，感謝の集いで，クラスメイトが着用
するネームプレートをデザイン・制作しまし
た。任された仕事を最後までやりきるために
様々な苦労もありましたが，完成させること
ができて良い経験を得ることができました。

生徒それぞれが実演を交えて作品を発表しました。 作品を紹介するスライドを作成し，プレゼンを行いました。
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12月16日（水）にホテル観光科２年生11名が，ハワイ研修旅行が中止となり，落ち込む３年生を励ました

いと，肥薩おれんじ鉄道観光列車を貸し切り，食事のサービスをしました。

３年生が当日に乗車する直前まで「極秘」で準備を進め，驚きと感動のサービスができました。

以下に３年生の生徒の感想と，当日の様子をお知らせします。

ホテル観光科３年
雪丸　桜 さん　　（有明中出身）
　私たちは今回，肥薩おれんじ鉄道を利用し，日帰り旅行に行きました。
　その中で，後輩たちからのサプライズに，とても感動しました。
　また，列車内からの景色も楽しむこともでき，ハワイ研修旅行の中止は残念ではあり
ましたが，良い思い出を作ることができました。

模擬披露宴会場の様子

「貸切列車で感謝のサプライズ」
～おもてなしの心と素敵な笑顔で出発～

「第７回保護者への感謝の集い&模擬披露宴」大成功!!
～「おもてなしの心と素敵な笑顔」でサービス～

１月20日（水）に，ホテル観光科３年生の保護者を招待し，「第７回保護者への感謝の集い&模擬披露宴」

を行いました。

企画から進行，衣装，装飾など全て生徒が手作りで仕上げ，感謝の気持ちを伝えることができました。

以下に，当日の様子をお知らせします。
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　去る12月11日（金），調理科卒業記念行事第40回保護者への感謝の集いが開催されました。今年度

は，新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から，例年実施していたビュッフェ形式ではなく，一

人一人のお弁当形式に変更しての開催となりました。献立作成から試作と試行錯誤を重ねながらの本

番でしたが，子どもたちの作った料理を一緒に食べるという貴重な時間は，とても感慨深い思い出に

なったと思います。

日章学園創立70周年記念
調理科卒業記念行事　第40回保護者への感謝の集い
～感謝の気持ちをお弁当箱いっぱいに込めて～

調理科３年Ａ組
上原　巧 君　　（福平中出身）

　私は，今回の感謝の集いで，調理科に入
学してから３年間で学んだすべてをお弁当に
つめられたと思います。

　今回は例年と異なる形での料理提供で不安な面もありまし
たが，無事に完成させ，食事を一緒にとりながら，親への感
謝の気持ちを伝えることができました。いろいろありましたが，

素晴らしい感謝の集いになったと思っています。

調理科３年Ａ組
中尾　鈴菜 さん

（紫原中出身）

　私は，感謝の集いで，普
段あまり素直に伝えること

ができない感謝を家族に伝えようと思い，３
年間の実習で習った中でも私たちのおすすめ
料理をチョイスしてお弁当に詰めました。
　当日はもちろんですが，事前の準備や段取
り確認，３日間とても慌ただしかったです。そ
れでも心を込めて作ったお弁当を保護者の皆
さんが美味しそうに食べている姿を見てとて
も嬉しく感じました。普段は言えない感謝の
気持ちを伝えることができてよかったです。

20個分のお弁当の仕込み中

全員の力があってこそ
素敵な思い出になりました…
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ビジネス情報科３年
渕上　紗羅 さん

（郡山中出身）

　ビジネス情報科では保護
者を招待し，感謝のおもて

なしがありました。３年間の授業で身に付け
た技術を披露したり，普段恥ずかしくて言う
ことができなかった感謝の思いを手紙にして
伝えました。学校での私たちの様子を知って
もらえることができ，とても楽しく貴重な時
間になりました。

ビジネス情報科３年
中越　泰岐 君

（松元中出身）

　私は今まで両親に数え切
れないほどの苦労や心配を

かけてきました。その度に両親から「頑張れ」
と言ってもらい挑戦する勇気をもつことがで
きました。感謝のおもてなしを通して伝える
ことができなかった思いを，伝えることがで
きました。社会人になったらこの気持ちを形
にして返していきたいです。

　12月18日（金），ビジネス情報科では卒業記念行事として，『感謝のおもてなし』を開催しました。
３年生が保護者を招待し，３年間で学んだことを保護者の前で披露しました。今年は，「プレゼンテー
ションでの活動発表」，「電卓早打ちリレー親子対決」，「マジックショー」を行い，笑顔一杯の一日に
なりました。最後には，HR委員長から「感謝のことば」が述べられ，家族に普段なかなか言えない「感
謝の気持ち」を心を込めて伝えました。感動あふれる瞬間でした。思い出に残る一日になったのでは
ないでしょうか。

日章学園創立70周年記念
☆心あたたまる『卒業記念行事』開催☆

親子で電卓早打ちリレー対決

プレゼントの贈呈 委員長から感謝のことば
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ファッションデザイン科２年
宮﨑　奏羽 さん

（牧園中出身）

　今回私たち２年生は，司
会進行を始め，会場作りか

ら受付，駐車場案内係など３年生の感謝の集
いを裏方として支えました。私は受付の他に会
場のいすカバー作りもしました。自分の技術を
上げることができ，何よりも３年生最後の大切
な行事に携わることができて嬉しかったです。
また，来年は私たちの番なのだと思い，1年が
早く感じました。

ファッションデザイン科３年
白石　鈴 さん

（紫原中出身）

　12月17日（木）にファッショ
ンデザイン科の保護者への感

謝の集いがありました。自由作品やスーツ，ドレ
スを披露しました。ウェディングドレス披露の際
は，保護者にエスコートしてもらい，一緒に歩き
ました。また，保護者へこれまでの感謝の気持
ちを込めた手紙とクマのぬいぐるみをプレゼント
しました。日頃なかなか言葉にできない感謝の気
持ちを伝えることができて，とてもよかったです。

　12月17日（木），本校多目的集会室で「保護者への感謝の集い」を実施しました。これまでお世話になっ
た感謝の気持ちを込めて，間近で卒業作品のファッションショーを見ていただくだけでなく，保護者
にエスコートをしていただく場面もありました。３年生は，保護者への感謝の気持ちを込めた手紙と
手作りのベアや洋服を贈り，とても喜んでいただきました。また，1・２年生もそれぞれの役割を果た
し３年生を盛り上げ，感動あふれる集いとなりました。

日章学園創立70周年記念
保護者への感謝の集い ～感謝のファッションショー～

笑顔で記念撮影

司会進行の様子

保護者へ感謝の手紙

お母さんに
エスコートしてもらいました

感謝の気持ちを込めて
プレゼントを手渡しました
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ここ数年，仕事が終われば
子どもを保育園へ迎えに行き，

その後の時間も家事や育児で
バタバタな毎日を過ごしてい
ましたが，このコロナ禍の中，

休日も近くの公園で子どもを遊ばせる以外は，だ
いたい家で過ごし，子どもに絵本を読み聞かせた
り，自分自身も読書する時間を設けてみたりして
います。
ところで，読書をすると，自身にどんな効果が

あるのかご存じでしょうか。読解力・語彙力・文
章力や知識がつく，ストレス解消になるなどはよ
く耳にすると思います。しかし，現在ではこのほ
かにも読書をすることによって，メタ認知という
能力が鍛えられるともいわれています。
メタとは「一階層状の」という意味なので，メ

タ認知能力とは，自己を俯瞰視すなわち客観的に
把握し，変革できる力といえます。それが，自己
コントロールにつながるそうです。例えば，メタ
認知能力が高いと，ネガティブ感情がわいてきた

としても冷静に自分を分析し，対処できます。こ
れは社会に出た時に，どんな困難にぶち当たって
も，やり抜く力が発揮されるという，社会人とし
ての重要なスキルにもなるのではないでしょうか。
ビブリオセラピー (読書療法)という言葉もあり

ますが，この言葉は「人々が抱える問題の解説を
本で援助する」を意味します。欧米では，このセ
ラピーの訓練が確立し，読書を用いて心理的な支
援を行う心理療法の一つと考えられています。本
が行動を変え，苦痛を減らしてくれるわけです。
2013年６月には，政府公認で医師が精神的疾患
のある患者に対して薬ではなく「本」を処方する
医療システムが英国でも始まったそうです。他国
でも，少しずつこの療法が広がりつつあるともい
われています。
読書の効果は，目に見えないところで多大にあ
ります。感受性の強い高校生には特に効果が現れ
るのではないかと思います。現在，自宅で過ごす
ことの多くなった今，少しでも本を手に取る時間
を作ってみてはいかがでしょうか。

「読書の効果」� 司書　ドリームコース担当　平尾　絵美

３年生の２月分学校納付金について

　３年生が２月にお支払する金額は，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月分で調整させていた
だきます。
　完納していない時には，卒業式に参列できない場合もありますのでご
承知おきください。

1・２年生の本年度分学校納付金について

　出費多端な折とは思いますが，３月末日までに完納していただきます
ようお願いいたします。
　なお，３月末までに完納できない場合には，進級できないこともありま
すのでご承知おきください。

【学校納付金振替日】
２月分
　２月15日（月）

３月分
　３月15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）



２・３月行事予定

月日 曜日 行　　　　　　　事

２／1 月 再試験1日目（３年），通学時指導，容儀指導（６H），入試復元作業

２ 火 再試験２日目（３年），全校書取50問（０H）

３ 水 再試験３日目（３年），第5回就職模擬試験（０H），２年生面接指導（７H）

5 金 卒業認定判定会議（Ｂ３H下校）

8 月 1年生HR進路指導（６H），ホテル観光科春季校外ホテル実習（～３/20）

9 火 第9回全校書取，学年末試験時間割発表

10 水 ３年生出校日（４H），鹿屋航空基地見学（進公1･２年　終日），（特別支援）保護者
への感謝の集い

13 土 芸文公演（一般向け　午後のみ），（特別支援）専攻科保護者会

16 火 学年末試験

17 水 学年末試験

18 木 学年末試験，ドリームコース保護者会

19 金 学年末試験，認定エステティシャン（筆記）

22 月 一部学年末試験，進路に関するHR活動（1年），履歴書指導（２年），高校生のため
の合同企業セミナー（２年希望者），（特別支援）現場実習（共生1･２年・専攻科1年）
～３/5

24 水 ３年生出校日（終日），寮生指導，奄美看護福祉専門学校説明会（６H　２年生希望者）

25 木 ３年生出校日（終日）卒業式練習，第9回英語小テスト

26 金 ３年生出校日（通常）前日表彰（３年のみ）・同窓会入会式・卒業式練習・特別作業

３／1 月 第69回卒業式並びに第18回福祉共生専攻科卒業式

5 金 （特別支援）現場実習終了（共生1･２年・専攻科1年）

７ 日 美容師国家試験（筆記）

8 月 いじめ撲滅週間（アンケート実施），恩師への便り指導開始，キャリアパスポート指
導（1･２年）６H

10 水 再試験時間割発表，部活動生指導

11 木 忌日祭，再試験1日目

12 金 再試験２日目，教科書販売，寮点検

15 月 進級認定会議（Ｂ３H下校）

22 月 特別作業（６H）

23 火 クラスマッチ，教育相談（16：00 ～），（特別支援）社会見学学習，（ドリーム）社会
見学学習

24 水 修了式・離任式，（特別支援）第３回保護者会

25 木 パティシエコース春季校外実習（～ 28日）

31 水 美容師国家試験合格発表
※行事については変更もあり得ますので，その都度，連絡いたします。




