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夢あふれ 希望の花咲く 鹿城西！
令和３年 スローガン
TOPICS
● 入学式を厳かに挙行～新入生493名に入学許可～
● 令和３年度 新任の先生方のごあいさつ～生徒とともに学校の発展に尽くします～

令和３年度入学式「新入生誓いのことば」
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笑顔とお茶について
スポーツ対策監
人は笑顔でいると脳が

向 井

雄 志

脳からα波の出現が増えるという研究結果

活性化されたり，ストレ

も発表されています。

スが解消されたりするそ

ところで最近，新型コロナウイルス感染

うです。また，笑顔は笑

症や児童虐待等，何かと暗いニュースが報

顔を呼び，幸せな気分に

道されています。また，日々の生活におい

させる効果のほか，好感

ては，人間関係での悩みや健康に関するこ

度アップにもつながるそうです。日本でも

と，将来への不安等，いろいろなストレス

古くから，
「笑う門には福来たる」という

から，ついつい気持ちが落ち込んだり，無

言葉があるとおりです。

愛想になったりすることがあります。

さて，今から800年前に神聖ローマ帝国

誰にでもあることでしょうが，そんな時

の皇帝，フリードリヒ２世は，50人前後の

だからこそ，私たちは，自覚して笑顔を絶

赤ちゃんに残酷な人体実験を行いました。

やさず，周りの人のことを考え，互いに愛

それは，乳母や看護師が赤ちゃんの面倒

情を注ぎ，笑顔とお茶のように，触れ合う

を見る際に，ミルクを与える一方で，目を

人たちがホッとするような，共に笑い合え

見てはいけない。笑いかけてもいけない。

るような環境作りに努めなければなりませ

語りかけてもいけないというもので，笑顔

ん。私たちの鹿児島城西高等学校が笑顔あ

や愛情を一切禁じて育てるというものでし

ふれる，にぎやかな学校であるために。

た。
その結果，
赤ちゃんは全員死んでしまっ
たそうです。人は栄養が満たされても「心」
が満たされないと育たないということが分
かります。
一方，お茶には，殺菌効果や抗ウイルス
作用（お茶うがい）や口臭・虫歯の予防，
リラックス作用等の効果のほか，のどの渇
きをいやすだけでなく，心をいやす効果が
あると言われます。お茶を飲むと，自然と
心が落ち着くという人もいます。
その正体は，「テアニン」という成分だ
といわれています。これを摂取することで
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学校法人 日章学園

鹿児島城西高等学校

創立９４周年

令和３年度学校運営基本方針
建学の精神

道義に徹し

実利を図り

勤労を愛す

人の行うべき正しい道

現実の利益

心身を労して勤めに励む

◎真理と正義を愛する人間

◎個人の価値を尊び，
自主的精神に充ちた人間

◎勤労と責任を重んずる人間

学校教育目標

豊かな人間性を培うとともに、勤労教育を柱に、専門的な知識・技能の修得を図ることで、
時代に即応し常に進化し続ける学校として２１世紀を担い、各界をリードする良き社会人の
育成をめざす。

校
今日に感謝し、恩義に報いよう(道義)

教務部
生徒指導部

１ 基本的生活態度の確立
進路指導部

生活３守

・ルール、マナーの遵守

２ 道徳的実践力の育成
特別支援教育部

・善悪の判断，規範意識等の育成

３ 心に届く生徒指導の推進

広報企画室

・いじめ・問題行動等の未然防止

ヘアーデザイン科(男女30名)
トータルエステティック科（女20名）

４ 人権同和教育の充実
・全教育活動を通した人権感覚の高揚

５ 特別支援教育の充実

進学体育科（男女 55 名）

胸に真理を刻もう(実利)

１ 特色ある教育内容の充実
・９学科、６コース、専攻科

・特色ある教育課程の編成と実施
２ 基礎学力の定着 勉学３誓

・笑顔で挨拶

中高連絡部

訓

・社会人としての自立と進学意欲の高揚

普通科 (男女115名)

・わかる・楽しい授業の推進
・個別指導の徹底
３ 各種資格検定の取得
・専門的知識・技能の修得
・自ら考え学ぶ力の育成
４社会性を培う教育の充実
・職場実習
５ 開かれた学校づくりの推進
・外部評価による学校改善
・レポートライフ,ＨＰ等による情報提供
・一日体験入学、高校説明会による入学
者確保

率先して額に汗しよう(勤労)

１ 各種スポーツ活動、部活動の充実
・集団訓練等による体力づくりの推進
・体育系２７、文化系２５、計５２部
(全国大会を目指す)
２ 思いやりと奉仕の精神の涵養
・ボランティア活動の充実
・地域社会における奉仕活動参加
３ 望ましい勤労観・職業観の育成
・職場体験学習や実習の充実
・社会に貢献できる人材の育成
・進学・就職１００％
４ 生徒会活動の充実
・母校愛と自治的精神の育成
５ 地域との交流を通した教育の充実
・郷土愛と社会性の涵養

進学・公務員コース
アプリケーションコース
芸術文化コース
パティシエコース

キャッチフレーズ（学園）育てよう 豊かな心と 思いやり ★ 時を守り
（本校）夢あふれ 希望の花咲く 鹿城西

場を清め

礼を正す

共生コース
ドリームコース

社会福祉科（男女 20 名）
ホテル観光科（男女 20 名）
調 理 科

( 男 女 80 名 )

令和３年スローガン「やり抜く力」

★

行動の中から知恵が出る

鹿城西の心「好きなことを学んでプロの道を目指す」
・資格取得100％を目指そう・学ぶ意欲を持ち続けよう・無欠席･無遅刻を目指そう

ビジネス情報科(男女20名)
ファッションデザイン科(男女20名)

福祉共生専攻科(男女20名)
（就労定着支援事業所）

【望ましい教師像】

【望ましい生徒像】

・生徒一人ひとりの特性を伸長し、深い愛情と
理解を示す教師
・生徒・保護者から信頼される教師
・自分自身を常によりよく変えようと努力する
教師
・教え育てることに情熱を持つ教師
・生徒を生かす評価のできる教師

・勉学に励み、友情に厚く、正義感あふれる生徒
・スポーツ活動や文化活動に親しみ，心身とも
に健康な生徒
・心豊かで品位があり，礼儀正しい生徒
・思いやりと奉仕精神に富み，勤労を尊び、お
互い協力し合う生徒
・教師・先輩・同級生・後輩を大切にし,母校
愛にあふれる生徒

日章学園
マスコットキャラクター
「ニッチーくん」

【望ましい学校像】
・清潔で美しく，教育環境の整った学校
・生徒と教師の心が，通い合っている学校
・保護者と教師が，信頼によって結ばれている
学校
・特色と風格を備え，秩序の保たれた学校
・地域や卒業生に信頼され，支えられている
学校

鹿児島城西高等学校
マスコットキャラクター
「ジョディさん」
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令和３年度

新任の先生方のごあいさつ
～生徒とともに学校の発展に尽くします～

普通科パティシエコース
西﨑 環 先生

ファションデザイン科
手塚 洪史 先生

昨年６月から英語で関

４月から鹿児島城西高

わらせていただき，今年

等学校の国語教諭として

度から正規採用となりま

着任いたしました。生徒・

した。鹿児島城西高等学校の皆さんのプ

保護者のみなさんと一緒に充実した時間を

ロになるための努力，そして生き生きして

過ごしていきたいと思っております。よろ

いる姿を見ることにとても誇りを感じてい

しくお願いいたします。私の今年の挑戦は

ます。これから皆さんと少しでも学びのス

「マスターズ陸上」に出ることです。まずは

テップを上げられるよう頑張りますのでよ

体重を絞るところから始めていこうと思っ

ろしくお願いします。

ています。がんばります！

福祉共生専攻科
牧原 まなみ 先生

普通科パティシエコース
夏迫 若葉 先生

４月に着任しました牧

今年度から，普通科パティ

原まなみと申します。高

シエコース実習助手とし

校，養護学校と勤務して

て勤務することになりま

きました。

した夏迫

鹿児島城西高等学校は，好きなことを頑

若菜と申します。母校で実習助

手として勤務させていただけることに大変

張れる，夢中になれる学校だと，この学校

うれしく思います。自分の経験をもとに，

を卒業した友人らに聞いてまいりました。

生徒の皆さんと一緒に成長していきたいと

みなさんと楽しみながら学べることを大変

思います。よろしくお願いいたします。

ワクワクしています。生徒みなさんの夢実
現に向けて,少しでもサポートできればと思
いますので，よろしくお願いいたします。
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入学式を厳かに挙行
～新入生493名に入学許可～
４月８日（木），本校体育館において，令和３年度の入学式が挙行されました。コロナ禍ということも
あり，保護者の参加数に制限を設け，生徒呼名や来賓祝辞を省略した形での入学式となりましたが，秋
武校長から入学許可をいただき，新入生493名は，晴れて鹿児島城西高等学校の一員となりました。
また，新入生を代表して 江藤乃愛さん（串木野中学校出身）が新入生誓いのことばを，
木原綾汰君（鹿
児島育英館中学校出身）が保護者への感謝のことばを述べてくれました。胸いっぱいの希望を持って新
しい高校生活を歩み始めた新入生を在校生，職員一同，心から歓迎いたします。

校長式辞

理事長告辞

誓いのことば 江藤乃愛 さん

感謝のことば 木原綾汰 君

歓迎のことば 染川陽乃 さん

期待を胸に退場
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年度始め式

令和３年 スローガン

～やり抜く力～

４月２日
（金）本校体育館において令和３年度鹿児島キャンパスの年度始め式が行われました。式の
中で，後藤洋一理事長が職員に向けて「やり抜く力」で継続して粘り強く取り組むこと，
「生徒をトコ
トン面倒をみる」
「愛校心，母校愛を持たせる教育を実践する」
「応援される・愛される部活動を確立す
る」という訓示があり，がんばった生徒・職員に対してGRIT賞を与える計画があることなども話され
ました。
また，今年度新規採用された鹿児島キャンパス8名の職員の紹介があり，全員で建学の精神の唱和，
学園歌を斉唱して式を終えました。

理事長訓示

新規採用者辞令交付
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野

球

部

がんばれ野球部!!
野球部には１年生26名が入部し，グラウンドにはさらに活気が出てきました。春の県大会では３回
戦敗退と悔しい思いをしましたが，この悔しさをバネに５月に行われる鹿児島県NHK選抜高校野球大
会の優勝と７月に行われる夏の甲子園予選での優勝を目指して毎日練習を頑張っています。

バットを振り込みます！

軽快に捌きます！

進学体育科３年Ｂ組
乗田 元気 君
（水俣市立水俣第二中出身）
私たち野球部は，甲子園
優勝を目標に毎日練習をし
てます。練習では選手一人一人が真剣に課題
と向き合い，野球を楽しむことを心掛けて取
り組んでいます。監督をはじめ指導者の方々
と日本一になれるように頑張っていきたいと

フルスイングを徹底します!!

思います。

進学体育科２年Ａ組
瀨脇 怜 君
（鹿児島育英館中出身）

進学体育科１年Ａ組
森 海晴 君
（谷山中出身）

昨年の秋の新チームから

私の高校野球での目標は

秋の県大会，今回の春の県

甲子園球場で日本一になっ

大会と勝てず悔しい思いをしてきました。だ

て鹿児島城西高等学校の校歌を大きな声で歌

からこそ夏の大会に向けての思いはどの高校

うことです。そのためにもどんな練習にも妥協

よりも強いと思います。新１年生も入部して

せず精一杯取り組みたいです。また自分から

チームもより競争が激しくなってきました。

率先して声を出して，先輩方のチームのような

チーム一丸となって甲子園出場を目指します。

雰囲気を作れるように頑張っていきたいです。
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女子卓球部
全国に向けて，団結!!
女子卓球部は，新入生２名を迎えて，２年生５名，３年生２名の計９名で，令和３年度に向けて発進
しました。伝統ある卓球部の先輩方に負けぬよう，県内大会優勝はもちろんのこと，九州・全国で活躍
することを目標として，人間力と技術力の向上に努めています。
新チームになってから，全日本ジュニア予選，県選抜大会予選，県高校春季大会と優勝はしているも
のの九州大会では，先輩方の実績を超えることができず，その悔しさをバネに意識を変えながら日々の
練習に取り組んできました。
４月には，技術力の高い新入生２名も入部し，みんなでレギュラー争いのリーグ戦を中心に部内での
競争力を高めています。
高校生最大の目標であるインターハイに向けて，今できることを精一杯やり抜きます。鹿児島城西高
等学校卓球部の伝統を引き継ぐべく９人全員の心を一つにして，今後の大会に向け「優勝」を成し遂げ
たいと思います。

皆で頑張っていきます!!

新入部員です

進学体育科３年Ｂ組
出永 彩花 さん（星峯中出身）
春から新入生２名を迎えた私たちは，計９名で活動しています。県大会優勝
はもちろん，九州・全国で結果を残せるよう日々練習に励んでいます。さらに
上を目指すためにみんなで競い合い，お互いを高め合いながら，良い雰囲気で
練習内容の量と質の向上に努めています。
また，私たち３年生にとっては，最後となるインターハイ出場に向け，一人一人が今やるべき
ことを実行し，今後の大会での「優勝」を成し遂げたいと思います。
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清藤寮／女子寮／強化部ビクトリー寮／サンライズ寮

～ようこそ！鹿児島城西高等学校寮へ～
鹿児島城西高等学校には清藤寮・強化部ビクトリー寮・女子寮・サンライズ寮の４つの寮があります。
それぞれの寮で，寮生たちの新学期がスタートして１か月が過ぎました。新入生は，親元を離れて新
しい環境での生活で不安でいっぱいだったと思いますが，慣れてきた頃ではないでしょうか。
今回は各寮から４名の生徒たちに歓迎の言葉を書いてもらいました。

清藤寮

強化部ビクトリー寮
進学体育科３年Ａ組
田口 恭平 君
（加治木中出身）

進学体育科３年Ａ組
山下 敢輝 君
（鹿児島育英館中出身）

清藤寮には部活動生や特

強化部ビクトリー寮では

色ある学科の生徒たちが在籍

部活動で全国大会を目指す

し，自分の夢に向かって一つ屋根の下で毎日楽

生徒たちが充実した生活を送っています。寮

しく過ごしています。

生活では家とは違い，自立した生活を送らな
ければならないので人としても成長すること

また，寮監長や寮監の先生方のおかげで安心・

ができます。

安全に過ごすことができています。洗濯や掃除

新入生はまだ慣れないことが多いと思いま

は大変ですが，将来のために役立っています。

すが，３学年で協力し合って，充実した寮生

今後も，一緒に暮らせることに喜びを感じな
がら楽しく充実した日々を過ごしていきましょう。

女子寮

活・学校生活を送っていきましょう。

サンライズ寮
普通科３年Ａ組
東峯 美咲 さん
（知覧中出身）

社会福祉科３年
古町 紗菜 さん
（薩摩中出身）

新入生のみなさん，ご入

早くも親元を離れて３年

学おめでとうございます。

目となりました。最初の頃は

女子寮は最大６人部屋なのでコミュニケー

不安で慣れない生活でしたが，優しい先輩や

ションも取りやすく，毎日楽しく生活してい

寮監長，寮母さんに恵まれて多くの友達もで

ます。いつもやってもらっていた洗濯や掃除

き，楽しくあっという間の２年間でした。寮生

など自分でやらなくてはいけないので大変で

活を通して親のありがたみを知りました。日々

すが，分からないことがあったら遠慮せずに

感謝の気持ちを忘れずラスト１年間を楽しみ

私たちに聞いてください。楽しい寮生活を過

ながら頑張っていきたいと思います。新入生

ごしていきましょう。

の皆さんも楽しんでいきましょう。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

～令和３年度

生徒会トピックス

対面式～

４月９日（金）に新入生と在校生との対面式が行われました。昨年同様に規模を縮小して校内放送での
実施となりました。歓迎のことばを生徒会長である染川陽乃さんが，新入生誓いの言葉をトータルエス
テティック科の江藤乃愛さんが述べました。
新入生には１日でも早く鹿児島城西高等学校の生活に慣れ，
在校生と良い関係を築いてほしいと思います。

在校生歓迎のことば
生徒会長

染川

陽乃 さん

ご入学おめでとうございます。新入生の皆さんどうぞよろしくお願いいたします。私が
かつて先輩方から伝えていただいたように，今後の鹿児島城西高等学校を担っていく新入
生の皆さんにも，熱い熱い鹿児島城西愛を伝えていきたいと思います。新入生の皆さんも
早く学校に慣れて，この鹿児島城西高等学校を盛り上げていきましょう！

新入生誓いのことば
トータルエステティック科

江藤

乃愛 さん

私たち新入生493名は対面式に臨んで，改めて鹿児島城西高等学校の生徒になったのだ
という喜びをかみしめています。それぞれの夢の実現を目指し，投げ出したり諦めたりす
ることなく最後まで一生懸命頑張ります。先生方，先輩方どうぞよろしくお願いします。
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生徒会トピックス

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

教

務

部

か

ら

～ 専門知識及び一般教養の学力の向上を目指して ～

専門知識及び一般教養の学力の向上を目指して
— 定期試験について —

新学期が始まり，１か月が過ぎました。１年生も少しずつ新たな生活に慣れてきた頃ではないかと思
います。
さて，今月は1年生にとって高校生活最初の定期試験が実施されます。
定期試験には，学期毎の中間試験・期末試験と学年末試験があり，中間試験は試験の点数がそのまま
評価となりますが，期末試験では試験の点数に「平常点（普段の授業態度や提出物等の評価）
」が加味
されての評価となります。このことを踏まえた上で，毎日の授業を大切にして試験に臨んでほしいと思
います。3年間の「評定平均」が，3年時の進路決定の大事な資料となりますので，悔いの残らないよ
うに計画的に学習に取り組むことを望みます。
次に定期試験の日程と評定についてお知らせします。

◎定期試験の日程（予定） ＊変更がある場合には，事前にレポートライフ等で連絡します。
１学期
中間試験…５月１９日
（水）
～５月２１日
（金）
期末試験…６月２９日
（火）
～７月 ２日
（金）
２学期
中間試験…１０月 ６日
（水）
～１０月８日
（金）
期末試験…１１月３０日
（火）
～１２月３日
（金）
３学期
，
，
，
３年生卒業試験・ホテル観光科学年末試験…１月１３日
（木）
１４日
（金）
１８日
（火）
１９日
（水）
１・２年生学年末試験…２月１５日
（火）
～２月１８日
（金）

◎評定について
点 数

評 定

８０点以上

５

６０点～７９点まで

４

４０点～５９点まで

３

３０点～３９点まで

２

２９点以下

１
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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

良いコミュニケーションを目指して
―

言葉を大事に遣おう

―

新学期がスタートして，早くも１か月が過ぎようとしています。新入生の皆さんは，高校生活に慣れ
てきたでしょうか。様々な地域から集まったクラスメイトと，話ができましたか。最初はお互いに気を
遣うこともあるでしょう。遠慮から自分の意見を言えずに困ったこともあるかもしれません。ただ，ど
んな時も発する言葉は優しくありたいものです。言葉はあなたの人柄を表します。乱暴な言葉は相手を
傷つけるだけでなく，あなたの評価にもつながります。素敵な言葉を選ぶことを心掛けましょう。

あなたのやっていることはもしかして「いじめ」？
◦容姿や言動からあだ名をつけ，しつこく言う………不快に感じているかもしれません。
「死ね」などで相手に返す………わたしはここにいていいのかしら。
◦不用意に「消えろ」
◦気に入らないからわざと話をしない。避ける。………仲間外れにされている。
◦プロレス技をかけたり，たたいたりする。………痛いなあ。やめてほしい！
◦持ち物を隠したり，壊したりする。………またか。いたずらにもほどがある！
◦いたずらや脅しのメール，変な画像を送る。………恐怖を感じることもあります。
〇もし上記のようなことをやっていると感じた人は今すぐにやめましょう。

スマホやパソコンでのやりとりに気を付けましょう。
テレビ番組に出演していたプロレスラーの女性がSNS上で心無い誹謗中傷を受け，自殺に追い込
まれました。執拗に女性を傷つける言葉を送り続けた男性は逮捕されています。
友人間で何気なくオンライン上で送ったその言葉。相手を傷つけていませんか。送信を押す前に，
もう一度読み返してみましょう。文字だけでは伝わらないことがたくさんあります。大事なことは顔
を見て話すことが大切です。

〇語らいの週間について
鹿児島城西高等学校では５月と10月に「語らいの週間」を設けています。学習や進路の悩み，
友人関係など，担任の先生と気兼ねなく話をする時間です。特に学生時代は友人関係で悩む人
が多くいます。クラスメイトがお互いに打ち解け，
良い交友関係が成り立つことが理想ですが，
度を越えた相手への強要や，すれ違いや衝突から相手に攻撃してしまうことをしたりされたり
したことはありませんか。
「いじめ」に繋がる行為を意識せずにやってしまってはいませんか。
また受けた側も我慢をしていませんか。
「語らいの週間」とともに，
「いじめアンケート調査」
も行っています。早めに相談することで解決も早まります。
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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～

確実な進路決定に向けて

～生き方や働き方について具体的に構想し計画を立てること～
進路指導部では，昨年度進路決定100％を達成しました。生徒の皆さんに言えることは，情報を与え
られるのを待つのではなく，自ら進んで情報を集めようとする姿勢を持たなくてはならないということ
です。希望する進学先，就職先が決まっているのであればなおさらです。そのために進路指導室があり，
受験に関する資料や情報誌があり，そして進路指導の経験がある先生方が待機しています。自らの悩み
や希望をしっかりと伝え，より進路を確実なものにしていきましょう。
以下に令和３年度の各種検査，就職模擬試験の計画表を記載致します。

≪検査・試験日程≫
日 程

１学年

２学年

３学年

10日

学習支援検査

職業適性検査

常識テスト

13日

第１回 就職模擬試験

第１回 就職模擬試験

第１回 就職模擬試験

7月

９日

第２回 就職模擬試験

第２回 就職模擬試験

第2回 就職模擬試験

9月

３日

第３回 就職模擬試験

第３回 就職模擬試験

第3回 就職模擬試験

12月

９日

第４回 就職模擬試験

第４回 就職模擬試験

２月

3日

第５回 就職模擬試験

第５回 就職模擬試験

5月

キャリアパスポートってなぜ必要？？
現在，鹿児島城西高等学校の進路指導部では「キャリアパスポート」に力を入れています。このキャ
リアパスポートとは文部科学省が2020年度から始めたもので小学校，中学校，高等学校において学びの
過程を児童・生徒自身で記述し，蓄積した記録を振り返ることができる教材のことです。これらは児童・
生徒自身のキャリアを形成するために必要となる様々な汎用的能力を育てていくことを目的として導入
されました。
進路指導部では今年度からこの「キャリアパスポート」を各HR時間で計画的に実施し, ３年間を通し
てしっかりとした自己実現ができる生徒の育成に努めていきます。そして，高校生活で更に伸ばしてほ
しい力として以下の４つを上げています。
① 人間関係形成・社会形成能力「道義・実利」
… ………… 他者を理解し，自らの考えを正確に伝える力
② 自己理解・自己管理能力「道義・実利」
… ……………… 自らを律し，今後の成長のために進んで学ぶ力
③ 課題対応能力「実利・勤労」
……………………………… 課題に対して，適切な計画を立て解決する力
④ キャリアプランニング能力「道義・実利・勤労」
… …… 自ら主体的に判断してキャリアを形成する力
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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

鹿児島城西高等学校のSNS紹介
本校では学校ホームページの他にSNS（instagram）を活用して，生徒たちの学習活動の内容や部活
動の取組などについて紹介しています。
Instagram
鹿児島城西高等学校 【公式】
：kagoshima_josei

ぜひフォローしていただき，生徒たちの活躍の
応援をお願いいたします。
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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～

新年度がスタートしました！
新しいメンバーを迎えて，共生コース・福祉共生専攻科の新年度がスタートしました。
共生コース１年生40名，福祉共生専攻科１年生23名，さらに１名の新任の先生が仲間入りして，清々
しい春の幕開けです。８日の入学式後の初めてのHRでは，新たな級友とともに，担任の話に真剣に耳
を傾ける姿が見られました。
また，福祉共生専攻科は９日，１年生と２年生の顔合わせとして対面式を行いました。
これからの１年間，「なにごとも助け合って精一杯」どんな困難も乗り越えていける集団であってほ
しいと思います。

１年Ｄ組
HR目標「継続は力なり」

１年Ｅ組
HR目標「日進月歩」

福祉共生専攻科１年生と２年生の対面式
「これからよろしくお願いします！」
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

特別支援教育部から

入学おめでとうございます！
今年も初々しい新入生が入学してきました。例年ヘアーデザイン科の入学希望者は多く，狭き門を
くぐりぬけて17期生となる１年生35名が4月8日
（木）
の入学式で入学許可をいただきました。
昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，様々な行事やイベントの中止が余儀なくされ
ました。ヘアーデザイン科にはヘアーデザイン科の生徒のみが入部できるヘアーデザイン部がありま
す。例年，イベントなどのボランティアにも参加します。今年は，昨年できなかったことが少しでも
多くできることを願います。
同じ美容師という夢に向かって，競い合い，励まし合いながら，美容師国家試験合格に向けて技術
の習得や専門教科の勉強，資格取得など一緒に頑張っていきましょう。不安なことがあれば何でも先
輩や先生方に相談し，有意義な高校生活を過ごせるようにがんばって取り組んでほしいものです。

美容師を目指す！

担任あいさつ

－15－

２０期生が仲間入りしました
風にそよぐ木々の緑もまぶしい季節になりました。
本校トータルエステティック科は今年で19年目を迎えます。本年度は24名の１年生が仲間入りし，
各学年気持ちも新たに日々の学習に励んでいます。
３年生はいよいよ進路活動が本格的に始まります。入学した時の気持ちを思い出し，それぞれの夢
実現へ向けて頑張ってほしいと思います。また２年生も１年生で学んだことを活かし，トータルエス
テティック科を盛り上げてくれると思います。

美への探求

SHRの 時 間 の 様 子
です。最初は不安なこ
とが沢山あると思いま
すが，24名の仲間との
和を広げて，充実した
学校生活を過ごしてほ
しいと思います。

真剣に先生の話を聞いています

入学式後の集合写真

－16－

ようこそ社会福祉科へ
新入生が入学し約１か月が過ぎました。各学年新しい環境のなかで，目標や目的を持って過ごして
います。１年生は高校生活のリズムに慣れることから始め，交友関係の幅を広げたり，２年生は中堅
として先輩に学びながら，後輩から頼られる役割を担い，３年生は進路や国家試験受験に向けての取
組が始まっています。
社会福祉科生として，校内外で福祉の心を体現してほしいと思います。社会福祉科生徒，職員一丸
となり，共通の目的・目標に向けやり抜く力を結集し頑張っていきます。

社会福祉科１年
今村 瑠花 さん
（松元中出身）

社会福祉科２年
久保 航史朗 君
（紫原中出身）

今年度から鹿児島城西高

新一年生のみなさん，入

等学校社会福祉科に入学し

学おめでとうございます。鹿

ました。社会福祉科で福祉についてしっかり学

児島城西高等学校は，
「やり抜く力」を今年の

習し，できるかぎり多くの資格取得を目指して

スローガンに，資格取得100％を目指し日々頑

頑張ります。

張っています。

入学間もないですが，一日でも早く高校生活

また，社会福祉科は福祉分野の専門知識や

に慣れて，友だちをたくさんつくりたいです。

技術を学び，３年後の介護福祉士国家試験受

どうぞ，よろしくお願いします。

験と合格を目標に取り組んでいます。ぜひ，１
年次から目標を持って，頑張ってください。

社会福祉科３年
笹川 雄大音 君
（和田中出身）
新入生のみなさんご入学おめ
でとうございます。最初はいろ
いろな不安や心配なこともあると思います。しかし，
私たち社会福祉科生はみんな優しいと自負していま
す。困ったこと等あれば，遠慮なく声をかけ相談し
てみてください。
コロナ禍で，ボランティア活動や各行事で活動す
る機会が制限されていますが，社会福祉科を一緒に
盛り上げていきましょう。
そして，介護福祉士国家試験に向けても頑張りま
しょう。
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学科目標 明るく・前向き

～鹿児島城西高等学校の名を全国に鳴り響かす～
１年生が入学し，学校生活での活気・高校総体に向けての熱気，進学体育科に盛り上がりを感じま
「明るく・前向き」
す。建学の精神（道義・実利・勤労）を大切にし，令和３年度の学科目標である，
にこれからの学校生活を送ってほしいと思います。
今月は１年生の意気込みを紹介したいと思います。
※写真撮影時のみマスクを外しています。

キャッチ
フレーズ

進学体育科１年Ａ組

進学体育科１年Ｂ組

進学体育科１年Ａ組
濱田 陵輔 君
（吉野東中出身）

進学体育科１年Ａ組
大野 りんか さん
（赤木名中出身）

私は，野球を高校で頑張

私は，高校で部活動のバ

りたいです。野球部の目標

レーボール，学校生活の両

は甲子園で優勝することです。その目標を達成

立を頑張っていきたいと思います。特に部活で

するために，個人でも様々な目標を立てました。

はエースポジションを獲得し，得点を挙げて，

これからは，先輩たちのプレーを観て学び，日々

チームに貢献するような選手になりたいと思っ

の練習を頑張りたいと思います。また，１年生

ています。コート外での普段のあいさつなど当

全体でも自分たちの代で良い雰囲気が作れるよ

たり前のことができるような人間を目指して３

うに学びたいです。

年後には春高に出場したいです。

進学体育科１年Ｂ組
伊藤 世覇 君
（谷山北中出身）

進学体育科１年Ｂ組
高江 ひばり さん
（宮之城中出身）

３年間，空手道部の活動

私がこの３年間で頑張りた

を頑張ってインターハイで優

いことは，まず部活動です。

勝ができるように，しっかりと取り組むとともに，

春高に出場するために小・中学校で学んだこと

学習などにも力を入れていきたいと思います。

を生かし，努力して練習に取り組んでいきたい

そのためには各種小テストなど勉強や，これか

と思います。また，勉強を忘れず毎日予習・復

らの日々の行動，努力などが必要になってくる

習をして将来に向けての準備をしていきたいと

と思います。目標達成に向けて頑張りたいです。

思います。
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★★夢に向かってスタート★★
～新入生の皆さん 入学おめでとうございます～

いよいよ新学期が始まりました。私たちドリームコースも新入生を18名迎えました。生徒たちは
新たに目標を定め，夢実現のために一歩を踏み出しました。新入生は，まだまだわからないことばか
りで戸惑うこともあるかもしれませんが，級友や優しい先輩たちとともに楽しいスクールライフを
送ってほしいと願っています。

校長式辞

新入生誓いのことば
普通科１F 川原颯人君

在校生歓迎のことば
普通科３E 嘉 龍心君

新入生
「よろしくお願いします！」

普通科３年Ｅ組
嘉 龍心 君
（重富中出身）

普通科２年Ｆ組
上野 莉歩 さん
（松元中出身）

私は，ドリームコースの入学式で，

２年生に進級し，新しい生活

新入生歓迎のあいさつをしました。

が始まりました。良い先輩にな

元々，とても人見知りなので人前で話すことができるのか，

れるように，学習面や生活面に気を付けて１年生を

とても不安でしたが，練習を重ねたので落ち着いて歓迎の

サポートできるように努力していきたいと思います。

あいさつをすることができました。ただ，やはり少し緊張

私が１年生の時，はじめは不安と楽しみがぶつかっ

してしまい，少し早口になってしまいました。でも，自分の

て大変でしたが，先輩や友達に支えられ，とても安

声とことばでしっかりやり抜けたことは，これからの自信に

心して学校生活を送れています。新入生も困ったと

も繋がっていくと思います。いい経験になり良かったです。

きは先生やクラスの仲間，先輩に頼ってください。
－19－

みんなで頑張ろう!!

～おもてなしの心と素敵な笑顔で出発～
新年度がスタートし，約１か月が経ちました。
「おもてなしの心と素敵な笑顔」をテーマに“ここ
でしか学べない”接客の技術と知識を学び“夢実現”を目指します。
以下にホテル観光科でこれから目指す資格，校内外での活動内容を紹介します。

ホテル観光科で受験する主な資格
●
●
●
●
●
●
●
●

ホテル観光科の校内外実習や研修内容

レストランサービス技能士（国家試験）
ホテルビジネス実務検定
温泉ソムリエ
サービス接遇検定
ビジネス実務マナー検定
秘書検定
日本語ワープロ検定
英語検定

●高
 校で全国唯一!! ３級レストランサービス
技能士国家資格受験承認校に認定
（２年次・福岡県で全員受験）
● 校外ホテル実習：３年間で最大200日
● 来校されたお客様へのテーブルサービス
● 研修旅行（2，3年次）
● 模擬披露宴（3年次）

ホテルビジネス実務検定試験べーシックレベル２級合格おめでとう
～おもてなしの心と素敵な笑顔で合格～
ホテル業界の専門資格であり，
「レストランサービス技能士国家試験」と同様，全国の高校で唯一
ホテル観光科だけが受験する「ホテルビジネス実務検定試験べーシックレベル２級」に，ホテル観光
科１年生７名が合格しました。
試験内容は，宿泊，レストランなどホテルに関する業務全般から200問が出題され，各部門別に分
かれ出題された問題を，それぞれ60％以上正答しなければ合格できない，難易度が高い試験を合格
できたことに，合格した生徒たちは大変喜び，自信へと繋ぐことができました。
以下に，合格した生徒の感想を紹介します。

ホテルビジネス実務検定試験べーシックレベル２級合格者 ７名
（受験者合計16名）
宮内 風羽 君
（伊集院中出身） 榎田 綺音 さん
（鴨池中出身） 神尾 苑子 さん
（伊敷中出身）
下青木 梨々華 さん
（川内南中出身） 田中 美咲 さん
（川内南中出身） 德留 心美 さん
（万世中出身）
原 光里 さん
（東谷山中出身）

ホテル観光科１年
宮内 風羽 君（伊集院中出身）
私は今回，ホテルビジネス実務検定を受検し，無事に合格することができ
ました。先生方からいただいた対策プリントや過去問題に，毎日コツコツ取
り組んだ成果が発揮できて良かったです。２年生になったら，レストランサー
ビス技能士国家資格受験があるので，今回と同様に合格できるよう毎日努力
を積み重ねていきたいです。
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進級・入学おめでとうございます
～調理科223名でスタート!! ～

新入生92名を迎えて，令和３年度は調理科223名でスタートします。
２年生は中堅学年として，高校生活を充実させながらも，後輩の手本となるように，１年間で培っ
た技術や知識を活かして実りある１年にしてほしいと思います。また，３年生は進路を決定する大切
な１年になります。最高学年としての手腕を発揮し，後輩たちを引っ張っていってほしいと思います。
今回は，新たに高校生活のスタートを切った１年生の決意を紹介します。
調理科１年Ａ組
福元 飛天 君
（松元中出身）

調理科１年Ａ組
木山 飛鳥 さん
（河頭中出身）

私の将来の夢は，多くの

目標であった城西高等学

人を自分が作った料理で笑

校の調理科に通えることに感

顔にすることです。

謝して，まずは第一に勉強を頑張りたいです。

そのためにたくさんの技術を学び，今の自

一般教科に加え，専門教科が始まりますので調

分よりさらに能力を高める必要があります。

理師に必要な知識を多く身に付けたいと思いま

調理科で基礎基本をしっかりと身に付け自分

す。また，お弁当をできるだけ作るようにして，

の立場や視点から物事を考えるだけではな

母への負担を減らすことはもちろんのこと，料

く，相手の立場になってどうすれば相手が喜

理の練習になるので，早起きをして，自分で作

ぶかなども考えられる人になりたいです。

るようにしたいと思います。

将来の夢を実現させるために，しっかり頑

そして将来，多くの人を喜ばせることができ

張っていきたいです。

る調理師になりたいです。

調理科１年Ｂ組
池田 ひかり さん
（松元中出身）

調理科１年Ｂ組
迫田 貴虎 君
（伊集院中出身）

私は調理科で３年間，学

私は，料理人になりたい

習面と生活面で様々なこと

という夢を叶えるために城

に挑戦したいと思っています。学習面では調

西高等学校に入学しました。調理科での３年

理の基本から応用まで学び，学んだことを家

間で特に力を入れたいことは，学習面で苦手

で家族に料理を振る舞ったりして，活用して

教科の克服を目指すこと，調理についての知

いきたいです。

識を深め，料理コンクールで賞をとることで

もちろん，専門教科だけでなく，５教科も

す。これから３年間，苦しいことや楽しいこ

集中して取り組んでいきます。生活面では，

とあると思いますが，新たなことに積極的に

自分の個性を生かして，学級委員や生徒会活

チャレンジして，たくさんの経験と思い出を

動に積極的に参加していきたいです。

作りたいです。
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新入生の決意!!
新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。今年度も希望あふれる生徒を迎えることができ，
嬉しく思います。
ビジネス情報科では，一人一人が持っている将来のイメージをカタチにするため，ビジネス社会に
おいて様々なビジネスチャンスに対応し，即戦力として活躍できる人材を育成します。
３年間で10以上の資格取得を目標に，専門の簿記検定・情報処理検定・電卓検定・ビジネスコミュ
ニケーション検定などに加え，漢字検定・秘書検定・サービス接遇検定などにも挑戦し，未来のビジ
ネスリーダーを目指します。
ビジネス系と情報系の知識・パソコンの技術・コミュニケーション能力を修得できるように，また，
多くの資格取得を目指して一緒に頑張りましょう。努力を継続し，やり抜く力を発揮してくれること
を期待しています。
以下に新入生の決意を紹介します。
◎１年間の検定計画
６月

全商簿記検定

７月

10月

11月

全商ビジネス文書
全商ビジネス文書
日本情報処理検定
実務検定
実務検定

日商簿記検定

全経電卓検定

日商簿記検定

秘書技能検定

全商ビジネスコミュ
ニケーション検定

秘書技能検定

ビジネス情報科１年
篠原 友斗 君
（蒲生中出身）
ビジネス情報科４期生とし

12月

１月

２月

全経電卓検定

全商簿記検定

全経電卓検定

日本情報処理検定

日商簿記検定

日本情報処理検定

ビジネス情報科１年
藤井 徠夢 さん
（伊集院北中出身）
９年間の義務教育を終え，

て入学しました。私は，専門

鹿児島城西高等学校に入学

的な知識や技術を修得できるよう日々の勉強に

しました。一から始めることが多いので，諦

励み，一つでも多くの資格取得を目指したいと

めずに先生方，先輩方の力をお借りしながら

思います。

も，３年間過ごしていきたいです。多くの資

また，野球部で甲子園出場という目標に向かっ

格を取り，将来に役立てること，そして部活

て新しく出会った仲間と精一杯取り組んで楽しめ

や勉強など一生懸命頑張り，自分を大きく成

るように，充実した３年間を過ごしていきたいです。

長させるために３年間頑張ります。
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高校生活がスタートしました！
４月８日（木）に入学式が行われ，ファッションデザイン科にも32名の新入生が仲間入りしました。
これからファッションデザイン科の一員として，
学科の行事やイベントなど一緒に頑張っていきます。
最初は慣れないことも多いと思いますが，仲間と励ましあい，それぞれの夢の実現に向けて頑張って
ほしいと思います。２・３年生と学科職員で精一杯サポートしていきたいと思います。

ファッションデザイン科の新しい仲間です

実習室で対面式 一緒に頑張っていきましょう

２年生が作成した歓迎の黒板アート
入学式後のＨＲ

ファッションデザイン科１年
馬場 佳予 さん
（南中出身）

ファッションデザイン科１年
前田 百合香 さん
（郡山中出身）

私は，将来の夢を叶えるた

私は，ファッション関係

めに鹿児島城西高等学校の

の仕事に就きたいと思い，

ファッションデザイン科に入学しました。初

鹿児島城西高等学校のファッションデザイン

めてでまだ分からないことがたくさんありま

科に入学しました。これから，たくさんの資

すが，何事にもチャレンジ・挑戦をして，３

格を取得したいと思っています。ファッショ

年間頑張っていきたいと思います。笑顔が素

ンの専門教科について３年間頑張っていきた

敵な先輩方，とても元気で頼もしい先生方，

いと思いますので，先輩方，先生方，これか

これからよろしくお願いいたします。

らよろしくお願いいたします。
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「３年目を迎えて」


普通科共生コース

片 岡

康 一

新入生のみなさん，この鹿

弓道初心者である私が弓道を学ぶようになった

児島城西高等学校での生活に

きっかけは，弓道部の生徒の存在です。生徒が練

は慣れましたか？在校生の皆

習に直向きに取り組んでいる姿や，初心者である

さんは，新しい学年・クラス

私の指導も素直に受け入れてくれる姿勢が弓道を

には慣れたでしょうか。私は，

学ぶ原動力となっています。部員が頑張っている

この高校に勤務し３年目を迎えます。３年目と

なら，それに応えよう，部員が信頼できる顧問と

なった今でも，新しい発見や，日々学ぶことが多

して私自身上達しようと思わせてくれます。

いです。今回は，私が顧問をさせていただいてい
る弓道部について話したいと思います。

そうして，
弓道を始めて今月で１年が経ちます。
昨年12月に無事に初段に合格し，現在弐段の審

昨年の４月から，私は弓道部の顧問になりまし

査に向けて練習に励んでいるところです。生徒の

た。今まで弓道は全くの未経験で最初は生徒に本

ためにも自分のためにも，これからも弓道と関わ

当に教えられるのか，不安な気持ちもありまし

り，成長していきたいと思います。

た。そんな中，通ったのが伊集院町で行われた弓
道教室でした。中学生から社会人まで幅広い年齢
の方が参加している弓道教室では，道具の使い方
から基本動作まで色々なことを教わりました。弓
道教室が終わってからも，伊集院町弓道部の方か
ら様々なことを教わっています。
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５・６月行事予定
月日

曜日

行

事

５／６

木

学園創立７１周年記念日

７

金

後援会役員会，日置地区大会

１０

月

１１

火

愛校デー・ワックス掛け（ＳＢ１～４番線）
，学習支援検査（１年）
，職業適性検査（２
年）
，常識テスト（３年）５・６Ｈ
検尿１次，第１回英語小テスト

１２

水

中間試験時間割発表，防災訓練（７Ｈ）
，寮生指導，検尿１次

１３

木

生徒総会（５・６Ｈ）
，第１回就職模擬試験（０Ｈ）

１４

金

特別作業（６Ｈ）
，学習支援検査・職業適性検査・常識テスト（予備日）

１５

土

後援会総会（９：３０ ～）
，
（特別支援）現場実習説明会

１７

月

進路相談（３年

１９

水

中間試験

２０

木

中間試験，強化部訪問

２１

金

中間試験

２４

月

２５

火

いじめ撲滅週間，語らいの週間（ＳＢ１～４番線）
，合同面接指導（３年６Ｈ）
鹿児島キャンパス併設校説明会（３年 ３・４Ｈ）
語らいの週間（ＳＢ５～８番線）
，第１回数学小テスト

２６

水

検尿２次，語らいの週間（ＳＢ９～ １２番線）

２７

木

学園忌日祭

２８

金

語らいの週間（ＳＢ１３ ～ １７番線）
，寮点検

３１

月

語らいの週間（ＳＢ１８ ～ 20番線・ＳＢ利用生徒以外）

６／１

火

第２回全校書き取り

２

水

容儀指導（７Ｈ）
，鹿児島県庁見学（進公３年

３

木

検尿２次

４

金

検尿２次，公務員模試（進公３年

７

月 「未来を担う私たち」に関するＨＲ（１・２年）
，各ＨＲ面接指導（３年６Ｈ）

８

火

第２回英語小テスト

９

水

学園併設校相談会（３年５・６Ｈ）

１１

金

第１回基礎学力診断テスト（進公１年

１４

月

授業評価アンケート（６Ｈ）

１５

火

第２回数学小テスト

１７

木

特別作業（６Ｈ）

１８

金

２９日まで）

１～４Ｈ）

１～３Ｈ）

１～４Ｈ）

２２

１・２年生薬物乱用防止講演会（５・６Ｈ）
，進路ガイダンス（３年５・６Ｈ）
（特別支援）事業所と学校の情報交換会
月 「未来を担う私たち」に関するＨＲ（１・２年）
，自動車学校説明会（３年６Ｈ）
インターンシップ事前指導（該当ＨＲ ６Ｈ）
火 期末試験時間割発表

２４

木

第３回全校書き取り

２５

金

寮点検

２９

火

期末試験

３０

水

期末試験

２１

※行事については変更もあり得ますので，その都度連絡します。
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