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令和２年度を締めくくるに当たって
教頭

山下

正行

３年生は３月１日
（月）

やさずに頑張ってください。あなたの笑顔

で卒業となり，在校生は，

が相手だけでなく，自分自身も支えてくれ

次年度への橋渡しとなる

ると思います。

大切な３月となります。

卒業生の保護者の皆様，本当におめでと

学校では，年度の総ま

うございます。これで，一息できるのでは

とめとしての修了式に向け

ありませんか。また，これまで本校の教育

て総力をあげて取り組んでいるところです。

活動に深いご理解とご支援をいただいたこ

３月１日
（月）には，卒業生の門出を祝う

とに対しまして，厚く感謝申し上げます。

大きな行事として卒業式があります。新型

これから学校は，３年生の培ってきた伝

コロナウイルス感染症防止の関係から式自

統をさらに在校生の２年生，１年生が築き

体が簡略化されたことは残念ですが，これ

上げてくれるものと期待しております。例

も人生の中でよき思い出になるかもしれま

えばその一つとして，最も大事なものが建

せん。

学の精神「道義」「実利」「勤労」ではない

卒業は，生徒一人一人の努力であります

でしょうか。本校の建学の精神を３年生は

が，そこまでの過程において愛情をもって

今後も人生で生かしていってください。

支えてくれた保護者や家族，成長を見守っ

あと僅かで，令和２年度も終わります。

てくれた多くの友人，先生方のお陰でもあ

在校生は新しい学年に進級するに当たっ

ることを忘れてはいけません。

て，新たな気持ちで準備をしっかりとする

卒業生は，４月からそれぞれの進路先で

ことが何より大事です。学校も，日章学園

新たな生活が始まります。新しい環境にい

の今年のスローガンであります「やり抜く

ち早く馴染み活躍することを願わずにはい

力」をモットーにして，生徒に一日一日を

られません。

大切にするようにさせ，本年度の締めくく

そこで，卒業生へ二つのことをおくりま

りをよりよきものにしたいと思います。

す。まず第一は，「石の上にも３年」の精

保護者の皆様のご協力・ご支援をお願い

神で一度決めた職場では最低でも３年間，

したいと思っております。

苦しくても粘り強く辛抱して仕事に励むこ

いずれにいたしましても，１年間本校の

とを願います。第二は，社会人として世の

教育活動にご理解とご協力を賜り，本当に

中に羽ばたくためには，辛いこともたくさ

有り難うございました。これからもよろし

んあると思いますが，どんな時も笑顔を絶

くお願いいたします。
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「その一瞬をかみ締めて」エキストラ出演

映画制作に協力！

映画「その一瞬をかみ締めて」の本校での撮影が令和３年２月９日(火)から始まり，生徒がエキスト
「鹿児島で生まれ育った少年の物語で，幼少期を大
ラ出演することになりました。映画のあらすじは，
自然の中で遊んで過ごし，高校での夢はプロ野球選手，野球への情熱，淡い恋，人生の岐路に立ち，成
長するにつれて徐々に人間社会に呑み込まれ苦悩する。
故郷を離れる決断をした少年は人生を振り返り，
今生きているその瞬間を尊く感じる」というものです。撮影は鹿児島市，日置市，姶良市，垂水市，指
宿市を予定しており，完成後は，中国・ヨーロッパにおける映画祭に出品，鹿児島県内劇場にて公開予
定となっています。今回，伊地知監督の構想イメージに本校がマッチし，ご縁あって本校での撮影とな
りました。生徒は，エキストラ役として，野球部の部員，先輩後輩の生徒役等を演じます。撮影は，本
校の野球グラウンド，桜島が見える教室，中庭，音楽室等で行い３月14日(日)までを予定しています。
完成後の映画公開が楽しみです。

▲撮影用に日焼けメイクを行いました。

▲野球少年の雰囲気ばっちりです。

▲撮影風景

▲伊地知 拓郎 監督
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令和３年度 入学試験実施
令和３年度の推薦入試及び共生コース・ドリームコースの入学試験が１月18日
（月）に，一般入学試
験が１月25日（月）に本校会場以外に奄美大島や熊毛・南薩・大隅・姶良地区などの県内各地の特設試
験場でも同時に開催されました。今回は，コロナ禍の中，感染防止対策を万全にして実施しました。当
日は緊張した面持ちの受験生も多く見られましたが，中学生は友達同士「頑張ろうね！」など，声を掛
け合って試験に臨んでいました。試験終了後は緊張も解け少しホッとした表情で学校を後にしていまし
た。４月に鹿児島城西高等学校の新入生として多くの生徒が門をくぐることを願います。

▲正面玄関前の張り紙

▲正面玄関前で受験生出迎え

▲引率者・保護者への検温

▲入学試験の説明を受ける受験生

▲トイレ前でもソーシャルディスタンス

▲飛沫感染防止
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～鹿児島県高等学校新人サッカー競技大会 準優勝～
１月17日
（日）
～ 23日
（土）
に鹿児島県高等学校新人サッカー競技大会が開催されました。新型コロナウ
イルス感染防止対策として，観客制限や大会形式の縮小など普段の大会とは少し異なるかたちで開催さ
れました。そのなかでも，子供たちは「鹿児島城西」の看板をしっかり背負って，一生懸命に戦ってく
れました。２月20日
（土）
から長崎県で開催される九州大会に出場しますので，今後の活躍にもご注目く
ださい。

決勝戦で渾身のプレー

「冠道」

2021 サッカー部スローガン
チャンピオン（冠）を目指して，自分たちの学校生活，地域活動，日頃の練習など，
鹿児島城西サッカー部としてのあり方（道）を追求していきます!!
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第22回 芸術文化コース公演
令和３年２月13日
（土）伊集院文化会館にて普通科芸術文化コースによるコース公演が行われました。
今年は，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，午後のみの１回公演，鑑賞者はコース保護者，在
校生は希望者のみ，それにライブ配信という形で実施されました。例年とは違う形での実施となりまし
たが，出演した生徒はこれまでの練習の成果を披露し，公演を通してたくさんの感動と感謝を伝えるこ
とができたと思います。

秋武校長のあいさつ

女子生徒による日本舞踊

日本舞踊によるライジングサン

エアロビクス

ヒッホップ

全員で記念写真
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Ｋ Ｊ Ｂ～ Kagoshima Josei Brassband ～
私たち吹奏楽部は，２年生９名，１年生10名の計19名で活動しています。今年度は新型コロナウイ
ルスの影響で各行事などでの演奏がなくなってしまいましたが，他部活動のリモート応援やスリーオン
コートでのコンサートなどで学校生活を盛り上げてきました。また，昨年の10月には伊集院文化会館
にて第12回定期演奏会を開催しました。
今は，９名の３年生が引退し，少人数での活動ですが，今後の学校行事での演奏や全校応援，吹奏楽
コンクールでの演奏ができることを信じて，毎日一生懸命練習に取り組んでいます。
また，吹奏楽部では新入部員も随時募集しています。楽器ができない人や，楽譜が読めない人も，練
習すれば必ずできるようになるので，少しでも興味のある生徒は音楽室に遊びに来てください。私たち
と一緒に頑張る人を応援し，演奏を通して学校を盛り上げ，学校生活を充実したものにしませんか。部
員一同心よりお待ちしています。

全員集合♪

本番前のミーティング

ビジネス情報科２年
寳滿 希美香 さん
（重富中出身）

調理科１年Ａ組
福山 愛里 さん
（吉野中出身）

私は，吹奏楽部の部長をし

私たち吹奏楽部は，部員

ています。本校吹奏楽部は，
昨年から新型コロナウイルスの影響で人前で演

同士が仲良く，毎日楽しく
活動しています。

奏する機会が減ってしまいました。この状況の

私は入部して１年がたちましたが，部活動

中でも，部活動内でソロコンテストを開催する

を通して，先生方や先輩方のご指導のもと，

などして，一人一人の演奏の技術を高めること

大きく成長することができました。

ができました。また，校内の清掃作業やボラン

今年度は全校応援などが無く残念でした

ティアを行うなど誰からも愛される部活動を目

が，今後皆さんの前でたくさん演奏できるこ

指しています。２月には卒業式で使用するＢＧ

とを楽しみにしています。

Ｍの録音にも取り組みました。これからも明るく

吹奏楽は全員が主役で，初心者でも活躍す

前向きな音楽を届けるために部員全員で一生懸

ることのできる部活ですので，興味のある方

命活動していくので応援よろしくお願いします。

は音楽室へ遊びに来てください。
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クッキング部
より実践的な調理技術の向上を目指して……
クッキング部は，調理科の生徒だけが入部できる部活動です。３年生が引退した今，２年生17名・
１年生18名の計35名で活動しています。
例年であれば，中学校のＰＴＡ学校視察・地域の夏祭り・敬老の日の集い・中高進学連絡説明会・グ
ルメイベント等多くの場面で自分たちの持てる技術を発揮し，いろんな方と接することで料理をする楽
しさや，人から「美味しかったよ」と声をかけられたりすることで喜びややりがいを感じることができ
る部活動です。
しかし，今年度は，そのような場を奪われながらも，校内で月１回の活動を目標に部員同士で計画し，
料理への意識を高めつつ楽しく取り組んできました。

昨年度参加した校外のイベント出店の数々

調理科２年Ａ組
米澤 奈苗 さん
（東谷山中出身）

調理科２年Ｂ組
菊永 竜馬 君
（川辺中出身）

今年度は，新型コロナウ

先 輩 方 か ら 引 き 継 ぎ，
クッキング部の部長になり

イルスの影響で校外での活

ました。今年は世間的に大変な時期でクッキ

動が減ってしまいましたが，先輩たちとはた

ング部も多くのイベントが中止となりました

くさんの思い出ができました。

が，先輩たちが活動の機会をたくさん考えて

先輩方から，副部長として任命されました

くださったおかげでとても楽しく充実した活

ので，先輩方の姿を見習って，クッキング部

動ができました。

の伝統を受け継ぎ，今まで以上に活発な活…

今度は私たちが後輩を引っ張っていく立場

動をして料理の技術を向上させたいと思い…

になりますので，先輩方に負けないようにクッ

ます。

キング部を盛り上げていきたいと思います。
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清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／サンライズ寮

清 藤 寮
卒業おめでとうございます
毎朝夕の点呼，報恩の鐘の音，指定食堂の食事，清藤の丘で過ごした寮での経験は，これからの人生
においても彼らを支えてくれる特別な時間となってくれることと思います。
３年前，親元を離れての寮生活に戸惑いや寂しさを感じながら，高校生活がスタートしました。学校
生活や部活動，毎日の洗濯や掃除の両立の大変さに，これまでの家族の苦労を思い，感謝の気持ちを育
みました。そして，一生の友人と出会い，絆を深め，先輩として後輩の指導にあたり，たくましく成長
した姿を見せてくれました。この３年間，鹿児島城西高等学校や寮生活を通して学んだことをこれから
の進路先で活かし，夢実現に向けて頑張ってください。ご卒業おめでとうございます。

部活動の仲間と頑張りました！

仲間たちと３年間楽しく過ごしました（清藤寮の３年生）

普通科２年Ａ組
東峯 美咲 さん
（知覧中出身）

普通科２年Ａ組
小路 翔琉 君
（米ノ津中出身）

３年生のみなさん，ご卒

３年生のみなさん，ご卒

業おめでとうございます。

業おめでとうございます。

私たちが入学したときから優しくしてくだ

先輩方には，部活動のことや寮生活のことな

さったおかげで，安心した寮生活を送ること

ど，たくさんのことを優しく指導していただ

ができました。学校内でも，あいさつをした

いたおかげで，楽しく，充実した寮生活を送

ら笑顔で返してくださったり，手を振ってく

ることができました。
４月からは新入生も入寮し，僕たちが最高

ださったりしたことがとても嬉しかったです。
４月からは私たちが最上級生として，先輩

学年になるので，しっかりと後輩の手本とな

方のように後輩に優しくし，良い手本となれ

る行動をしていきます。先輩方も進学先・就

るように頑張ります。先輩方も新しい環境で

職先でも頑張ってください。

体調に気を付けて頑張ってください。本当に
お世話になりました。
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生徒会トピックス

生徒会役員紹介
新生徒会役員が発足して，約３か月が経とうとしています。生徒会役員の中には昨年から引き続き役
員をする生徒もいますが，初めて役員になり活動する生徒も多くいます。
今回は生徒会長を含め４名の役員をそれぞれのコメントとともに紹介します。

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，生徒会長を務めています。素晴らしい技術や個性を持ち，成長していく鹿児
島城西高等学校の生徒のみなさんを支えながら，私自身もこの生徒会長という立場で
自分を高めていきたいと思っています。生徒のみなさんが笑顔で充実した高校生活を
送れるように，生徒会役員の仲間と協力して頑張っていきます。よろしくお願いします。

普通科２年Ａ組
馬込 博史 君

芸術文化コース
（錦江中出身）

今年度，生徒会副会長，そして昨年度に引き続き体育部長を兼務させていただくこ
とになりました。馬込博史です。２つの役職をこなしていくのはとても大変だと思いま
すが，生徒会役員のみんなで協力して，より良い学校づくりと更なる高みを目指してい
きたいと思います。これから１年間，
精一杯頑張っていきますのでよろしくお願いします。

普通科１年Ｂ組 芸術文化コース
堂園 眞帆 さん
（入来中出身）
私は今年度，生徒会副会長になりました。就任してからの生徒会としての活動は，
３年生のクラスマッチの運営や朝の正門前でのあいさつ運動です。まだ分からないこと
が多いですが，これから生徒会全体で協力し，学校行事を盛り上げたり，みなさんの
生活がより良いものになるよう頑張ります。よろしくお願いします。

調理科１年Ａ組
大迫 俊介 君

（吹上中出身）

私は新しく生徒会役員に加わり，
整美副部長として活動しています。主な活動内容は，
作業時間にゴミステーションで回収したゴミの分別をすることです。今はまだ他の部よ
り活動する機会が少ないですが，学校行事の際は生徒会役員のみんなと協力し，成功
へ導けるよう頑張りたいと思います。
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生徒会トピックス

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

教

務

部

か

ら

検

～ 専門知識及び一般教養の学力水準の向上 ～

定

結

果

～頑張った鹿城西～

本校では専門教科の資格取得だけではなく，様々な検定や資格取得を目指しています。今年度も多く
の生徒が検定や資格取得に挑戦し，見事に合格することができました。今年度は，始業式や終業式での
表彰ができなかったので，合格者の人数をレポートライフにて掲載させていただきます。
今後も，検定や資格の試験が実施されます。自分の輝かしい将来のために，たくさんの検定や資格取
得に挑戦してみてはどうでしょうか。

資格名

実施日

合格者数

第９０回全商簿記実務検定

令和２年６月２８日

２級…４名

第１２３回日本語ワープロ検定

令和２年７月５日

２級…３名 準２級…１２名
３級…４９名 ４級…１２名

第６４回全商ビジネス文書実務検定

令和２年７月５日

１級…６名
３級…６名

３級…６名

２級…１４名
４級…１名

２級…１名 準２級…４名
３級…１６名 ５級…５名
６級…１名 ７級…１名
８級…７名 ９級…２名

令和２年度第１回日本漢字能力検定

令和２年７月１１日

令和２年度第１回実用英語技能検定

令和２年８月２３日

第５１回被服製作技術検定

令和２年８月３１日

和服１級…１０名 和服２級…８名
洋服２級…１名 ３級…２名 ４級…２５名

第１２４回日本語ワープロ検定

令和２年１０月１１日

２級…１名 準２級…４名
３級…２５名 ４級…２名

令和２年度第２回実用英語技能検定

令和２年１１月３日

２級…１名

２級…１名

準２級…１名

準２級…２名

３級…３名

３級…１名

準２級…２名 ３級…２９名
４級…１名 ５級…２名
６級…３名 ７級…３名 ８級…２名

令和２年度第２回日本漢字能力検定

令和２年１１月６日

第５０回サービス接遇検定

令和２年１１月８日

２０２０年冬期色彩検定

令和２年１１月８日

第１２２回秘書技能検定

令和２年１１月１５日

２級…１名

３級…２７名

第６５回全商ビジネス文書実務検定

令和２年１１月２２日

１級…９名
３級…１５名

２級…１５名
４級…７名

第１５０回全経電卓計算能力検定

令和２年１２月５日

段位…２名
１級…１０名 ２級…１名
３級…２名 ４級…１８名

第１２５回日本語ワープロ検定

令和２年１２月６日

２級…１名

第１２３回日本情報処理検定（表計算）

令和２年１２月１４日

準１級…１３名 ２級…９名
準２級…１名 ３級…１７名 ４級…４名

２級…２名

３級…３１名

３級…１３名

準２級…５名

３級…１６名

～今後も鹿城西の検定・資格取得の結果を請うご期待ください!! ～
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

教

務

部

か

ら

～感動的な高校生活をサポートする～

生 徒 指 導 部 か ら

夢に向かって
卒業生の皆さん，ご卒業おめでとうございます。在校生の皆さんは，来年度に向けての残り１か月を
有意義に過ごしましょう。
今月のレポートライフでは，吹奏楽部，駅伝部，サッカー部，野球部の４つの部活動から卒業する３
年生にこれから夢に向かって頑張ることへの抱負を書いてもらいました。
夢に向かって努力し続けることは決して楽なことではありませんが，今年の日章学園のスローガンで
もある「やり抜く力」を持ち続け諦めないことで，自分の人生の宝物を見つけられるのではないでしょ
うか？

普通科３年Ｂ組
小島 菜々美 さん
（皇徳寺中出身）

進学体育科３年Ｂ組
野村 昭夢 君
（有明中出身）

私は，４月から鹿児島国

私は，４月から東京都に

際大学の国際文化学科に進

ある青山学院大学に進学し
ます。私の目標は自分たちの代で箱根駅伝４

学します。
高校３年間では吹奏楽部として，コンクー

連覇を達成することです。この目標は決して

ルや地域の夏祭り，運動部の応援などたくさ

簡単なことではありませんが，日々の努力を

んの場面で演奏させていただき，他ではでき

忘れず１年目から出雲駅伝，全日本駅伝，箱

ない貴重な体験となりました。大学では，音

根駅伝に出場して区間賞を獲り，青山学院大

楽について学び，演奏技術を高めていきたい

学の主力の選手となれるように頑張ります。

です。

進学体育科３年Ａ組
和田 秋斗 君
（鹿児島育英館中出身）

進学体育科３年Ａ組
古市 龍輝 君
（鹿児島育英館中出身）

私は，プロサッカー選手

私は，４月から大阪府に

になるために海外へ渡るこ

ある大阪商業大学へ進学し

とを決意しました。海外で活躍し，日本のプ

ます。高校で甲子園に出場することはできま

ロサッカー選手として戻ってこられるように

したが，
「日本一」という目標は達成できま

頑張りたいと思います。コロナ禍で厳しい状

せんでした。

況が続いていますが，これまで，鹿児島城西

大学では「日本一」を目標に１年生からレ

高等学校の仲間と一緒にやって来たことを胸

ギュラーになれるように頑張ります。
そして，

に，自分らしく明るく前向きに夢に向かって

夢を実現できるよう勉学にも励んでいきたい

努力していきたいです。

と思います。
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生 徒 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～

海上自衛隊鹿屋航空基地見学
令和３年２月10日
（水）進路指導におけるキャリア教育の一環として，普通科進学・公務員コース１・
２年生は，海上自衛隊鹿屋航空基地を見学しました。海上自衛隊の任務内容の説明，Ｐ１哨戒機の洋上
での監視パトロール，救難活動の説明等，懇切丁寧に教えていただき，たくさんのことを学ぶことがで
きました。また，進路実現を目指す良い機会となりました。

航空基地での説明に熱心に聞き入る

ヘリコプターでの救難活動の説明を受ける

間近で見るP １哨戒機デカイ！

１，
２年生記念写真

普通科２年Ａ組
東峯 美咲 さん
（知覧中出身）

普通科１年Ａ組
豊辻 由奈 さん
（東市来中出身）

私たち進学・公務員コースは，
海上自衛隊鹿屋航空基地と史

今回，海上自衛隊鹿屋航
空基地を訪れ，隊員がどのよ

料館を見学しました。

うに国の安全を守る仕事をしているのかを学ぶ
ことができました。

史料館では，特攻で戦死された方々の写真がありま

将来の仕事の選択肢の一つとして，たくさん

した。戦争がなければ，この人たちはどんな生き方をし

のことを考えることができた時間でした。

ていたのだろうと深く考えさせられました。

自衛隊のことを学べる貴重な時間をいただき，

自衛隊によって，今，守られている日本で私は生きて

充実した一日を過ごすことができました。

いることに感謝して，日々を大切に，生きていかなけれ
ばならないと感じました。今回の貴重な体験を通して，
進路選択の一つとして活かしていきたいと思います。ま
た，私も誰かを守れる人になりたいとも思いました。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 進 路 指 導 部 か ら

～ 少 子 化 時 代 に 生 き 残 る 募 集 活 動 を 展 開し よ う ～

中高連絡部・広報企画室から

令和３年度入学試験実施される
去る1月18日
（月）推薦入学・1月25日
（月）一般入学試験が，それぞれ県内各会場で開催されました。
実施に当たっては，例年たくさんの生徒たちに入試補助委員として協力してもらいました。今年は新型
コロナ感染防止対策としてマスク着用と受験者同士のソーシャルディスタンスを考慮して実施しました
が，
補助委員の的確な誘導と案内により無事終了することができました。本当にありがとうございました。
進学体育科２年Ｂ組
木村 希颯 さん
（鴨池中出身）

普通科２年Ａ組
豊山 仁心 さん
（赤徳中出身）

入試補助委員を初めて経験さ

入学試験の補助員としてた

せていただきました。鹿児島城

くさんの新入生の前で仕事を

西高等学校の生徒として恥ずかしくない行動と言動

させていただきました。最初は緊張もなく落ち

に最大限留意して業務を遂行することができたと思っ

着いて仕事をすることができましたが，受験生

ています。受験生の緊張した姿を見て，２年前の自

たちの真剣な姿を見て，次第に緊張が高まって

分のことを思い出しとても懐かしく感じました。それ

いきました。みんなそれぞれ頑張っている様子

と同時に１年間の時の流れの早さも痛感させられまし

でした。私もいよいよ最上級生になります，今

た。来年度はいよいよ最上級生となります。たくさん

回受験した生徒たちの多くがこの学校に入学し

の新入生と充実した学校生活を送ることができるよう

てくると思いますが，私も，みんなの良き手本と

に新３年生としてどうあるべきかをしっかりと考えて

なれるように学習面においても努力を継続して

責任ある高校生活を送っていきたいと思います。

いかなければならないと自覚させられました。

調理科１年Ｂ組
新村 隼翔 君
（松元中出身）

普通科１年Ｂ組
久保田 愛美 さん
（金峰中出身）

入学試験の補助委員を依頼

今回の入試補助委員として

されたときは，自分に務まるの

の責任を全うすることができた

かいろいろと心配していましたが，先生方のご指導

ことをとてもうれしく思っています。何よりも自分が

のおかげでなんとかやり遂げることができました。

去年受験生として本校を訪れたときのことが思い出

受験生はみんな真剣な態度で受験に臨んでいたの

され，懐かしく思いました。私はあのとき不安と緊

で僕も真剣な態度で接するように気をつけて対応し

張で心がいっぱいになっていて，当時の補助委員が

ました。去年，自分たちもこの入学試験を受けたこ

どういう仕事をしていたのかまったく覚えていませ

とを思い出し改めて時間が経つことの早さを感じて

んでしたので，いざ，自分が何をするのか，どうい

います。新年度からは２年生として新入生の良き手

う動きをすればいいのか分からずに右往左往するば

本となるように勉強や部活動など頑張って行きたい

かりでしたが，時間の経過とともに落ち着いた動き

と思います。たくさんの新入生が入学してくれるこ

ができるようになりました。この経験は私にとって

とを期待しています。

とても大きな経験となりました。
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中高連絡部・広報企画室から ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

特別支援教育部から

～なにごとも

助け合って

精いっぱい～

令和２年度 卒業生を送る会
共生コース・福祉共生専攻科は，
令和３年１月21日（木）
「卒業生を送る会」を実施しました。今年度は，
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，例年のような活動（鹿児島市立少年自然の家での野外炊飯，
卒業生を囲んでの昼食会など）ができず，とても残念でした。
さまざまな活動が制限され，異例の年となりましたが，そのような状況下でも，
「今，できること」に
精一杯取り組み，後輩たちへ温かく接する卒業生の姿は立派でした。新たな道でも，人と人とのつなが
りを大切にし，夢や目標に向かって頑張ってください。

各ＨＲでの感謝の言葉・記念品贈呈

感謝の言葉
卒業生のみなさん，ご卒業おめでとうござ

３年生のみなさん，ご卒業おめでとうござ

います。これより，お祝いの言葉を述べさせ

います。僕は，入学後に３年生の先輩方に会

ていただきます。

えるのが楽しみでした。新型コロナウイルス

卒業される先輩方は，勉強の仕方や先輩・

の影響で関わる機会が少なかったのですが，

後輩の関わり方，挨拶や礼儀などについて，

体育の授業や昼休みの時間にお話することが

大切なことをやさしく丁寧な言葉で教えてく

できたことが，嬉しかったです。
これまで，
１・２年生を引っ張ってくださっ

ださいました。

た先輩方，本当にありがとうございました。

今度は私たちが後輩に優しく接し，頼って
もらえるような先輩になって，学んだことを

僕は，先輩方に教わったことをこれからの学

受け継いでいきたいと思います。

校生活に生かしていきます。
それぞれの道で，元気にご活躍ください。

これから，就職や進学にあたり，苦労する

僕たち後輩一同，ずっと応援しています！

ことや嬉しいことなど，たくさんあると思い
ますが，頑張ってください。
よき思い出を胸に私たちも頑張ります！
－14－

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

特別支援教育部から

ご卒業おめでとうございます
３月２日
（火）ヘアーデザイン科３年生も卒業式を迎えます。
３年間の学校生活で学んだことや身に付けたことを忘れず，喜びや悲しみを共にして培ってきた友情を大切にし
ながら，社会人として，また美容師として励まし合いながらこれからも切磋琢磨してくれることを期待しています。

美容師国家試験合格に向けて！
ヘアーデザイン科３年生は２月１日
（月）
～４日
（木）
に美容師国家試験の実技試験を受験しました。例年なら２日
間で実施されるところが，今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一日あたりの受験者数を減らし，４日
間という日程で実施されました。冬季休業中から補習授業に取り組み，他の生徒が入試業務期間で臨時休業の中，
遅くまで練習に励み問題点を改善しつつ完成度を高めていきました。
何とか全員試験時間内に終えることができ，次は３月７日
（日）
に筆記試験が実施されます。合格に向けて，現在
は，２月の自宅学習期間を返上して登校し，補習授業に取り組んでいます。
３月31日
（水）
の合格発表では全員が合格し，入学時の目標である美容師免許が取得できることを願っています。

美容師を目指す！

補習授業に取り組む３年生

ヘアーデザイン科３年
久保 勇斗 君
（串木野西中出身）

ヘアーデザイン科３年
内城 喜里 さん
（城西中出身）

２月１日
（月）
から美容師国家

２月１日（月）から美容師国家試

試験実技試験が実施されまし

験実技試験がありました。私は一

た。僕は，オールウェーブセッテイングが苦手で

日目ということもありかなり不安な気持ちで臨みました。

したので，そちらの課題に練習時間をかけました。

しかし，今まで頑張ってきたことを思い出し，乗り越え

試験当日は，緊張しましたが，今まで努力して

ることができました。次は筆記試験があるので，残りの

きたことを思い出しながら試験に臨みました。何

時間を有効に使い，合格を目指して，最後まで気を抜

とか時間内に終えることができほっとしています。

かずに勉強に励んでいきたいと思います。

次は，筆記試験合格目指してがんばります。

１，
２年生も目標を持って高校生活頑張ってくだ
さい。
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～ご卒業おめでとうございます～
，トータルエステティック科17期生21名が鹿児島城西高等学校を卒業します。
令和３年３月１日
（月）
入学してから，長いようで短かった３年間は，たくさんの思い出，さまざまな想いであふれていること
と思います。無事，全員が卒業を迎えられたことを心からお祝いします。
本校で学んだことを，これからの人生にいかし，輝いていってほしいと思います。

三位一体

17期生☆元気いっぱいでした!!

感動の感謝のビューティーサロン

トータルエステティック科１年
長渕 心羽 さん
（皇徳寺中出身）

トータルエステティック科２年
窪田 萌希 さん
（長野県佐久市浅間中出身）

３年生のみなさんご卒業

３年生の皆さんご卒業お

おめでとうございます。エ

めでとうございます。これ

ステ科１年を代表してお祝いの言葉を送りた

からそれぞれの道へ進み, 時に厳しいことも

いと思います。

あるかもしれませんが, ３年間共に過ごした

これから進学・就職をして大変なこと, 楽

仲間との思い出を力にして頑張ってくださ

しいこといろいろあると思いますが, 新たな

い。私たちも, 先輩方の背中を追って, 高校

ステージで頑張ってください。一年生一同応

生活一生懸命頑張ります。

援しています!!

先輩方の未来を応援しています!!
－16－

インターアクト年次大会記念DVDができました
社会福祉科の活動に，国際ロータリーが青少年の健全育成や社会貢献を目的に提唱するインターア
クト生としての取組があります。その中でも本年度は鹿児島・宮崎両県のインターアクトクラブが一
堂に集まり，さまざまなテーマをもとに交流を図る「インターアクト年次大会」の主管校として大会
開催に備えてきました。しかしながら，コロナ禍で大会は中止となりました。
そこで，提唱ロータリクラブの鹿児島ロータリークラブに協力をしていただき，基調講演講師に依
頼していた俳優の柳浩太郎氏にDVDを制作していただきました。
大会を盛大に開催することは叶いませんでしたが，生徒たちがアイデアを絞り準備した経験は，今
後の活動に大いに役立つものと考えます。

３年生がDVDラベルのイラストを作製

生徒からの質問に実体験を踏まえ真摯に応答して
いただきました

記念の色紙を書いていただきました

－17－

卒 業

～後輩たちへ～

３年間を部活動に打ち込んできた進学体育科の３年生。進路は様々ですが，思いは一つ。後輩たち
にエールを送ってくれました。
進学体育科３年Ａ組
田中 佑弥 君
（東市来中出身）

進学体育科３年Ｂ組
谷川 竜輝 君
（佐世保大野中出身）

『目標達成に向けて頑張る』

後輩の皆さんにはぜひ

それは当たり前のことです。

『本気の高校生活』を送っ

でもどうせやるなら何か一つでも『重要なポイ

てほしいです。本気で日本一を目指すからこ

ント』を見つけて，それを大切にして取り組ん

そ，練習・学校生活・寮生活などのあらゆる

でいけば，
達成感は大きくなっていくと思います。

面で全力を尽くした３年間でした。

キャッチ
フレーズ

残された高校生活はあっという間です。後輩

母校を巣立つときに，胸を張って堂々と次

の皆さん，軽快に都大路を駆け抜ける姿を期待

の道に進めるよう『全力』で後輩たちを応援

しています。

しています。
進学体育科３年Ｂ組
藤田 乃那 さん
（名瀬中出身）

進学体育科３年Ｂ組
八方 悠介 君
（唐津第一中出身）

部活動に打ち込み続けた

『一日一日を大切に過ご

３年間はあっという間でし

してもらいたい』このこと

た。勉強と両立することを意識して取り組ん

を後輩の皆さんに伝えたいです。

できたつもりです。引退した後に，自分は将

コロナ禍で先行き不安に感じることもある

来何がしたいのか迷うことがあったので，後

と思いますが，何があっても諦めず，笑顔で

輩の皆さんは，将来を考えながら学校生活を

過ごせば光が射すと思います。仲間と協力し

送ってほしいと思います。

て頑張ってください。一日一笑。

進学体育科３年Ａ組
山下 玲 君
（河頭中出身）

進学体育科３年Ａ組
川ノ上 太暉 君
（緑丘中出身）

『本番で自分の力をどれだ

今，高校生活という青春

けだせるか。それを発揮す

を全力で過ごせていますか。

るための努力をしてほしい』 後輩の皆さんは，

今の世の中は新型コロナウイルスの影響で大

練習や試合ができることに感謝して，悔いが残

変ですが，自分たちの目標を忘れず，見失わ

らないよう『本番』に向けて一日一日の生活に

ずにこれから開催される大会で優勝目指して

真剣に向き合ってください。全国で活躍する姿

頑張ってください。心から応援しています。

を信じて，応援しています。
「一丸!!」

３年間ありがとうございました。
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普通科での３年間の思い出
今年もあっという間に卒業の季節がやってきました。高校３年間を振り返れば，たくさんの思い出
があると思います。本校で学んだ専門技術や知識以外にもかけがえのない仲間と出会い，友情を育ん
できました。新たな目標に向かい大きく前進するみなさんを，在校生，学科職員一同，心から応援し
ています。以下に普通科各コース３年生からのメッセージを紹介します。

普通科３年Ａ組
アプリケーションコース
冨ケ原 智哉 君
（伊集院中出身）

普通科３年Ａ組
進学公務員コース
本坊 幹太 君
（伊集院中出身）

私はこの３年間で，様々

私の高校３年間で印象に

な専門的な知識を身に付けることができまし

残っている思い出は，クラスマッチや体育祭

た。入学当初は，分からないことが多く難し

で優勝，準優勝したことや全校書き取りで

く感じていましたが，先生方が分かりやすく

クラス一丸となり全校1位を獲得したことで

教えてくださり，楽しく学ぶことができまし

す。私たちはこれから鹿児島城西高等学校を

た。また，感謝の集いでは，学んだ知識を生

巣立つことになります。ここで出会えた友と

かし卒業制作に取り組むことができました。

の縁を大切にして立派な社会人となれるよう

この３年間でたくさんのことを学び，とても

努力していきたいです。

楽しく過ごせました。

普通科３年C組
パティシエコース
前迫 心耀 さん
（川内中央中出身）

普通科３年B組
芸術文化コース
中野 玲奈 さん
（都城市立西中出身）
私の３年間は芸術文化

私の高校３年間はたくさ

コースで出会った24人のおかげで，とても

んの思い出に溢れています。スイーツ部や文

特別で充実したものになりました。コース公

化祭で参加したイベントのお菓子作りや販

演やイベント出演も大切な思い出ですが，辛

売，スイーツ甲子園や卒業作品展などのケー

くもあり楽しくもあった芸文22期生との毎

キ作り，友達との喧嘩や他愛もない話など，

日が私にとってとても大切で大事な思い出で

ここには書ききれないほど私にとっては，ク

す。出会ってくれてありがとう。

ラスの皆と出会って学んだこと全てが最高の
思い出です。

－19－

ご卒業おめでとうございます
～おもてなしの心と素敵な笑顔で旅立ち～
３年生22名がホテル観光科キャッチフレーズ「おもてなしの心と素敵な笑顔」を身に付けて卒業します。
本校で学んだことを忘れず，更に大きく成長してほしいと思います。
３年生保護者の皆様には，３年間ホテル観光科の指導に多大にご協力いただき，誠にありがとうございま
した。これからもご支援賜りますようよろしくお願いします。

ホテル観光科職員一同

レストランサービス技能士国家試験合格おめでとう
～「おもてなしの心と素敵な笑顔」で合格～
高校で全国唯一の受験資格承認校である，「レストランサービス技能士国家試験」に，ホテル観光科２年
生９名が合格しました。
ホテル業界で唯一の国家資格の合格に，生徒たちは大変喜んでいました。
以下に，合格した生徒の感想を紹介します。

ホテル観光科２年
武 愛玲菜 さん

（吉野中出身）

私はこのたび，３級レストランサービス技能士国家資格を取得しました。
普段の授業だけでなく，昼休みや放課後を使って，全員で協力し，励まし合っ
て練習を重ねました。
今後は，指導してくださった先生や，サポートしてくれたクラスの皆へ感
謝の気持ちを忘れず頑張りたいと思います。

合格した９名の生徒たち

３級レストランサービス技能士国家資格合格者
下見 天志（高知県土佐清水市立清水中） 神渡 芽依（吉田南中）
菊永 千花（知覧中）
五反田 愛梨（皇徳寺中） 末吉 唯（串木野中）
武 愛玲菜（吉野中）
前野 華（串木野西中） 森木 麻央（加治木中）
八色 穂香（皇徳寺中）
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ちりめん・しらすコンクールで入賞
去る１月16日
（土）
にちりめん・しらすコンクールが行われ，応募総数115点の中から，書類審査を
通過した７名が実技審査への出場権を勝ち取り，調理科３年の中尾鈴菜さんが実技審査に臨みました。
調理科３年Ａ組
中尾 鈴菜 さん
（紫原中出身）
私は，ちりめん・しらす
コンクールに向けて，学校
で先生方にアドバイスをいただきながら何回

実技審査中

作品のプレゼン

参加者全員で記念撮影

しらすクッキー

も試作をして本番に臨みました。当日は，周り
が専門学生や短大生ということもあり緊張しま
したが，時間内に作り終えることができました。
周りの方々の作品の盛り付け方をみて学ぶ
ことが多く，大変よい経験をさせていただきま
した。就職しても，いろんなことに挑戦してい
きたいと思います。

ご卒業おめでとうございます
調理科を巣立っていく３年生のみなさん，ご卒業おめでとうございます。
みなさんは，３年間で多くの経験を積み，その中で喜びや苦労を重ねながら頑張ってきたことと思います。３年間
の努力は裏切りません！！これからも，それぞれの道で努力し続け，立派な調理師を目指してほしいと思います。み
なさんの成功を願って……在校生からお祝いの言葉を贈ります。

調理科１年Ａ組
德田 理心 さん
（上小原中出身）

調理科２年Ａ組
松井 優恭 君
（松元中出身）

３年生のみなさんご卒業

３年生の先輩方，卒業お

おめでとうございます。先

めでとうございます。長い

輩方の行動を手本に，私も自分のやるべきこ

ような，短いような３年間はいかがでしたか。

とをしっかり学び，先輩方のようになりたいと

クラスの仲間と楽しい日々を送れたことと思

思います。

います。今年は，新型コロナウイルスの影響

今まで，いろんな面で協力していただきあ

を受けて行事だけではなく，進路にも支障が

りがとうございました。新たな道で頑張ってく

あったと思いますが，これからが始まりです

ださい。

ので，諦めずに頑張ってください。
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検 定 合 格
ビジネス情報科では，３年間で10種類以上の資格取得に向けて，日々学習に励んでいます。今年
度も，一つでも多くの検定合格に向けて授業や補習に取り組み，多くの検定に挑戦しました。全経電
卓計算能力検定５段に３年生が１名合格し，４段に２年生が１名合格しました。また，１年生で受験
した検定に全て合格した生徒も多くいます。
来年度も多くの検定が控えていますが，全員合格を目標に，
日々の学習に取り組んでほしいと思います。

ビジネス情報科２年
田中 咲奈 さん
（国分中出身）

ビジネス情報科２年
田中 怜華 さん
（串木野中出身）

私は，第65回ビジネス文

私は12月５日
（土）に行わ

書実務検定１級に合格する

れた全経電卓検定の段位を

ことができました。合格に向けて，学校や家

受験し，無事に４段を取得することができま

で検定対策を毎日してきました。10分間に

した。初めての段位受験で，今まで以上に打

710文字以上を打てるようになるまで，とて

つ速さや答えの正確さなどをレベルアップす

も苦労しましたが，検定に合格することがで

るために，
ひたすら打つ練習を頑張りました。

きて，今まで頑張ってきて良かったと実感し

次の検定では，もっと上の段を目指して取

ています。

り組みたいです。

ビジネス情報科２年
藤井 美里 さん
（伊集院北中出身）

ビジネス情報科１年
福元 優 さん
（吉野東中出身）

私は，昨年の10月に日商

私は，検定合格をするた

簿記３級に合格しました。

めに様々なことに取り組み

勉強に取り組み始めたのが，検定の１か月

ました。授業はもちろん，自宅でも検定に向

前です。問題集を何度も問いては，分からな

けて勉強をしたり，何度も過去問を解くなど

い部分を先生に聞いたりして，無事合格する

して，検定に臨みました。進級すると，今ま

ことができました。

でより検定の数が増えていくと思うので，合

今年は，６月に２級を受験するので，今か
ら本番に向け勉強をして臨みたいです。

格するためにこれからも勉強を怠らないよう
に励んでいきたいと思います。
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ご卒業おめでとうございます
ファッションデザイン科３年生のみなさん，ご卒業おめでとうございます。最後の被服製作技術検
定にも熱心に取り組み，３年間の目標でもある洋服１級（総裏仕立てのジャケット）に合格すること
ができました。ファッションデザイン科で学んだ知識や技術をこれからの生活にも生かしてほしいと
思います。
お世話になった方々への感謝の気持ちを忘れずに，４月からは新しい目標に向かって頑張ってくだ
さい。ファッションデザイン科在校生・職員一同，心から応援しています。

ファッションデザイン科３年
山下 真歩 さん
（万世中出身）
私は，被服製作技術検定
洋服１級に合格することが
できました。３年間で学んできたことを生かし
て最後まで丁寧に仕上げることができました。
私は，県外への就職が決まり，４月からは社
洋服１級試験の様子と
完成した作品(ジャケッ
ト)を着装して

会人として新しい生活が始まります。卒業後も
精一杯頑張りたいと思います。
後輩のみなさんも自分の将来の目標に向
かって頑張ってください。

ファッションデザイン科２年
南 來花 さん
（吉田北中出身）

ファッションデザイン科１年
川越 小桜 さん
（宮崎市立赤江東中出身）

３年生のみなさん，ご卒業

３年生のみなさん，ご卒

おめでとうございます。３年

業おめでとうございます。

生は，ファッションショーの時に全員をまとめ

３年生はファッションショーの時に何もわか

てくださったり，日ごろから大変お世話になりま

らない１年生にいろいろと教えてください

した。

ました。おかげでとても楽しいファッション

次は，わたしたち２年生が最上級生になるの
で先輩方のように優しく１・２年生をまとめら

ショーになりました。私たちも先輩方のよう
になれるようにがんばりたいと思います。

れるようになりたいと思います。本当にありがと
うございました。

３年生のみなさん，本当にありがとうござ
いました。
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「
『初心』を忘れない」


調理科

井上

貴央

みなさんには，人生の中で

できる武道ですが，お互いが「氣」持ちを合わせ

「師匠」と呼べる人がいます

ないと大怪我をさせてしまいます。私たちは，稽

か？私には今までに３人の「師

古を通じて「相手を思いやる心」
「慢心するべか

匠」と出会い，薫陶を受け，自

らず」を教えていただきました。

分の方向性が固まりました。

三人目の「師匠」は，前籍校の校長先生です。

まず一人目は，私が教師を志すきっかけとなっ

私が教員になり，12年の節目を迎えた年に赴任

た小学校６年生の担任です。何事にも型破りなお

した高校で薫陶をいただきました。先生は何事に

じさん先生でしたが，達筆でユーモアに富み，生

も「開拓者」であり，行動力・言動すべてにおい

徒はもちろんのこと保護者からの信頼も絶大で，

て刺激を受けました。私が進路指導部を拝命した

私の生涯の目標となりました。年賀状のやり取り

時も常に「思い切りやれ，責任は俺が全部取る。」

は現在も続いております。

の一言で勇気が湧いてきたことを思い出します。

二人目の「師匠」は，大学入学と同時に入門し

進路指導部となり，初めて受け入れた中国の留学

た「合氣道」の師範です。師範は，広島県福山市

生100名全員が大学に合格した際，校長室で握手

に本道場を構え，広島・岡山（両備地区）学生連

を交わした感動は今でも忘れません。その後，７

合の総括責任者として，また各道場のお弟子さん

年連続でこの握手は続きました。今では私の財産

の指導も併せてされておりました。師範は初対面

です。

から人生の厳しさを教えてくださいました。初め

私が出会った三人の「師匠」の口癖は，
「初心

て飛び込んだ合氣道の世界は，私の想像以上に過

を忘れるな」
でした。私の座右の銘でもあります。

酷で厳しく，また優しい世界でした。合氣道は試

この「新鮮さ」を忘れることなく今後もいろいろ

合がなく，「型武道」と言われ，老若男女誰でも

なことに邁進していきます。
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３・４月行事予定
月日

曜日

行

事

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

第３回基礎学力診断テスト（進･公１･ ２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）
，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

９

火

再試験時間割発表

10

水

部活動生指導，卒業生による体験講話（進･公１･ ２年

11

木

忌日祭，再試験２日目

12

金

再試験３日目，教科書販売，寮点検

15

月

進級認定会議

19

金

クラスマッチ（２年生）

22

月

特別作業（６H）

23

火

クラスマッチ（１年生）
，教育相談（１６：００ ～）
，
（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

31

水

美容師国家試験合格発表

4／７

水

始業式・新任式・命日講話，通学時指導

8

木

入学式・ドリームコース入学式（１４：００）
，入寮式（各寮）
，共生･専攻科第１回保護
者会

9

金

対面式（１H），容儀各HR指導（２H）
，１年オリエンテーション（３･ ４H）
，全学年
HR（５･ ６H）
，進路希望調査配付（３年）
，
（特別支援・ドリーム）対面式

14

水

家庭訪問（Ｃ日課３H）※予定

15

木

家庭訪問（Ｃ日課３H）※予定

16

金

家庭訪問（Ｃ日課３H）※予定

19

月

１年校外宿泊研修（１班～ ２０日）

20

火

１年校外宿泊研修（２班～ ２１日）

21

水

１年校外宿泊研修（３班～ ２２日）

22

木

１年校外宿泊研修（４班～ ２３日）

26

月

家庭訪問（Ｃ日課３H）※予定

27

火

家庭訪問（Ｃ日課３H）※予定

28

水

家庭訪問（Ｃ日課３H）※予定

30

金

家庭訪問（Ｃ日課３H）※予定

１～４H）

７H）
，再試験１日目

※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。

