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１　はじめ
私は国語の教師として中

学校で30余年，本校で３
年勤めてきた。なぜ国語
の教師になったのかと問わ
れれば，それは国語が好き

であり得意教科であったからと答える。そ
うなった要因は何かと畳み掛けられたら
読書に辿り着く。私の職を決定し，生涯
の楽しみである読書の来歴を辿ることで，
生徒諸君の読書意欲の喚起につながれば
という思いでこの一文を草する。
２　小・中学校時代

小学生の時は随分本を読んだ，という
より父に半ば強制的に読まされたといっ
たほうが的を射ていよう。最初はしぶし
ぶ読んでいたが，しばらくすると夢中に
なり自ら進んで手に取るようになった。
今でも記憶に残っているのが『ベニスの
商人』『ああ無情』『十五少年漂流記』『平
家物語』などである。これらの本は，図
書館（室）に行けば読める。しかし，我
が家には当時はなかなか田舎ではお目に
かかれなかった『復刻版少年倶楽部名作
全集』があった。満州で育った父がそこ
で読んだ少年倶楽部の感動を子供にも味
わわせたいとの思いから買い与えたと聞
いている。『敵中横断三百里』『亜細亜の
曙』『快傑黒頭巾』などの書名が懐かし
く思い出される。この小学校時代の読書
経験が職を決定し，生涯に渡る楽しみと

なる読書の嚆矢（こうし）となったこと
は間違いない。

中学生の時は怪盗ルパン，名探偵シャー
ロックホームズ，名探偵明智小五郎などの
推理小説にはまりかなり読んだ。数は読
んだが益するところがあったかどうかは定
かでない。
３　高校時代

高校生の時は本らしい本を読んだ記憶
がない。後悔先に立たず。
４　大学時代

大学生の前半は，明治・大正・昭和（戦
前）の著名な小説は相当冊数読んだ。ど
の文士もそれぞれよかったが，２・３人
挙げよといわれたら夏目漱石，福永武彦，
立原正秋といったところか。

大学生の後半は，評論・歴史・国際政
治等の本をかなり読んだ。福田恆存の『文
化なき文化国家』を読んだ時の衝撃は今
でも忘れられない。松原正『道義不在の
時代』も同様である。余談になるが，お
二人の著書には，小林秀雄の論考がたび
たび引用されており，次第にその透徹し
たものの見方考え方に惹かれていった。
教員になって最初のボーナスで『小林秀
雄全集』を買った。
５　結び

「読書は人間だけが味わえる楽しみで
ある。」と言った学者がいる。蓋（けだ）
し名言である。生徒諸君，共にこの「人
間だけの楽しみ」を味わおうではないか。

私の読書の来歴

教育指導監　富 岡　一 丸
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１学年校外研修 in 南薩少年自然の家

　１年生が県立南薩少年自然の家にて校外研修を行いました。今年度は，新型コロナウイルス感染拡大防止

のため４班に分かれて実施となりました。

　野外炊飯研修としてカレー作りを行い，薪焚きから材料作りまでみんなで協力して取り組みました。そし

て青空の下，大自然の中で食べた手作りカレーは格別だったようです。

　片付けや消毒まで済ませ，無事に研修を終えることができました。今回の研修で学んだことをこれから

の学校生活に生かしてもらいたいです。各班の様子につきましては，学校の公式Instagramをご覧ください。

カレー作りをします

いただきます

片付けまでしっかりと

火起こしのコツを学びます

みんなでおいしくたべました

記念撮影
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普通科２年Ａ組
岡本　龍聖 君

（出水中出身）

　東洋大学の酒井監督の言
葉で「調子の良い時ほど慎

重に」という話があり，調子が良ければ怪我
もしやすくなるため，毎日の生活を有効活用
していこうと思いました。今後の目標は県高
校総体があるのでしっかりと勝ち切り，南九
州大会に出場します。また，県高校駅伝でも
優勝して都大路に出場します。

普通科1年Ａ組
知念　優斗 君

（中種子中出身）

　「その1秒を削り出せ」
の東洋大学スローガンのよ

うに，大会ではたった1秒で優勝できるか決
まります。これから，高校総体や国体の県予
選などあります。最後まで走り抜き，1秒で
も早いタイムを出して，南九州大会や国体に
出場できるよう一つ一つの練習に集中して取
り組んでいきます。

東洋大学駅伝監督が講演
　４月14日（水）に，東洋大学陸上競技部駅伝監督の酒井俊幸監督が来校し駅伝部の生徒たちに講演し

ました。東洋大学には本校からこれまでに野村峻哉選手，安川元気選手が入学し活躍しています。

　酒井監督の指導実績は箱根駅伝で３回優勝し，東京オリンピックには服部勇馬選手，相澤晃選手，川

野将虎選手，池田向希選手の４名の選手を輩出しており素晴らしい指導力を発揮されています。

　生徒達は酒井監督の講演を今後の競技に活かそうと真剣に聞きながら質問し学びました。

酒井監督の講演 酒井監督と一緒に記念撮影

※写真撮影時のみマスクを外しています。
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普通科1年Ｂ組
張原　舞乃 さん
（佐世保市立世知原中出身）

　私はライブ配信で歌う機
会がありました。とっても緊

張しましたが，一緒に歌った友だちと，たくさ
ん練習してきたので自信を持って歌うことがで
きました。本番前に，２・３年生の先輩方がオー
ディションの時から応援してくださいました。
カメラの後ろで笑顔で手を振ってくださったの
で本番では肩の力が抜けて，楽しく歌うことが
できました。両親にも「良かったよ。」と言っ
てもらえてうれしかったです。

普通科1年Ｂ組
上野　笑夢 さん

（川内中央中出身）

　私は４月29日（木・祝）にラ
イブ配信でジャズダンスを踊

る機会を得ました。少し緊張しましたが，とっ
ても良い経験になりました。
　今回の配信を通して，もっといろいろなジャ
ンルに挑戦し，表現方法をもっと学びたいと思
いました。ジャズダンスではターンの軸がぶれ
ないように，筋力をつけていきたいと思います。

Live配信特集
　４月29日（木・祝）に普通科芸術文化コースが，「Geibun Spring Live」としてYouTubeとインスタグ

ラムにて模擬イベントを行いました。内容は，１年生の紹介をかねてLive配信です。１年生は緊張して

いる様子でしたが，初めての配信を楽しんでいるようでした。新型コロナウイルスの中で，視聴してく

ださった方に少しでも元気と活気を届けられたと思います。
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春季日置地区大会で活躍
　５月７日(金)に，春季日置地区大会が伊集院総合体育館など各地で開催されました。本校からも各部
活動が参加し，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，

男子サッカー部が優勝，駅伝部が800mで優勝など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，全国高校総体出場を目指します。以下に活躍した部活動の感想を紹介します。

積極的な走りで新記録を更新 優勝旗を手に笑顔の男子サッカー部

進学体育科３年Ｂ組
白坂　将 君

（谷山北中出身）

　日置地区大会で優勝する
ことができました。1年生も

入部し部員も増えたので，心を一つにして一つ
の目標に向かって頑張りました。次のインター
ハイでも優勝の報告ができるように頑張ります。
このコロナ禍でも試合に出場できることに感謝
しながら，練習の成果を精一杯発揮したいと思
います。

進学体育科３年Ｂ組
玉城　広大 君

（鹿児島育英館中出身）

　先日行われた日置地区大
会で優勝することができま

した。ピッチコンディションが悪かった中，質
や内容にもこだわり相手チームを圧倒して勝
つことができました。今月にはインターハイ県
予選があるので、一戦一戦大事にチーム一丸
となって優勝できるように頑張ります。

進学体育科３年Ａ組
松崎　彩香 さん

（東市来中出身）

　私たちは，先日行われた日
置地区大会で優勝しました。

しかし，個人・チーム共に課題も残りました。
インターハイまでの残り少ない期間で一人一人
が課題をクリアし，全員バレーで優勝を目指し
ます。このコロナ禍で大会に出場できることに
感謝の気持ちを持って頑張ります。応援よろし
くお願いします。

普通科1年Ａ組
立迫　大徳 君

（天保山中出身）

　北薩地区と合同で開催さ
れた地区大会の800ｍに出場

しました。スタートから積極的な走りをするこ
とができ，優勝。18年ぶりに大会新記録を更新
することができました。高校総体では，上級生
にひるむことなく，自分のレースをし，全国高
校総体出場，入賞を目指します。

駅伝部

女子バレーボール部

男子サッカー部

男子バレーボール部
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空手道部

　新型コロナウイルス感染拡大の収束が見えない中，少しずつですが各種大会が開催されるようになっ
てきました。３年生にとっては高校生最後のインターハイ。昨年度は中止になり，先輩方の悔しい思い
を胸に日本一に向けて日々練習に頑張っています。また新1年生も12名入部し，新チームとしてスター
トしています。各種大会優勝目指して頑張りますので応援よろしくお願いいたします。

翔
しょう

舞
ぶ

～燃えろ鹿城西～

普通科1年Ｂ組
迫川　妃花里 さん

（宇都中出身）

　私は，鹿児島城西高等学
校に空手が強くなること，プ

ロのダンサーになること，この二つの目標を
もって入学しました。入部して1か月が経ちま
したが，もっと体力をつけて，空手も強く，ダ
ンスも上手な人になれるようにこれから３年間
頑張っていきます。

普通科３年Ａ組
豊山　仁心 さん

（赤徳中出身）

　今年，新一年生が男女合わ
せて12名入部してくれました。

自分たちは「日本一」という大きな目標を持ち日々
の練習に取り組んでいます。これからは31名で
8月に行われるインターハイに向けて日々努力し
ていきます。また，あいさつや礼儀の部分では
空手道部が見本となるよう頑張っていきます。

普通科1年Ａ組
清水　敦大 君

（北九州市立緑丘中出身）

　同級生とのスタートに大き
な差を感じ，レギュラー入り

を成せるか不安でしたが，両親や道場の師範の
恩義に報いられるよう，３年間やり抜き，チー
ムに追いつきレギュラー入りをはたせるよう練
習に一層力を入れ，また，勉強と両立できるよ
う時間を無駄にせず頑張っていこうと思います。

進学体育科３年Ｂ組
玉城　優 君

（名護市立名護中出身）

新チームがスタートして，
新型コロナウイルスに負け

ないくらいの気合が空手道場には響きわたっ
ています。今年も日本一という目標に向かっ
て毎日厳しくも楽しい練習に励んでいます。
昨年はいろんな大会が中止になり悔しい思い
をしたので，今年は全力で頑張ります。
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駅　伝　部

　駅伝部は，１年生８名，２年生６名，３年生９名の計23名で活動しています。学校内での練習はも

ちろん，伊集院総合運動公園陸上競技場や吹上のクロスカントリーコース、県高校駅伝競走大会のコー

スである指宿に定期的に試走に行くなど，常に試合を意識した練習に取り組んでいます。

　チームの年間の最大目標は，11月に指宿市で開催される県高校駅伝競走大会で優勝し，12月に京都

市で開催される全国高校駅伝競走大会（都大路）で入賞することです。平成30年度に県大会で優勝し，

全国大会に初出場することができました。それ以外にも，毎年２月に開催される鹿児島県下一周市郡対

抗駅伝競走大会での活躍やインターハイなどの全国大会に出場することを目標としています。

　駅伝部では，選手，マネージャーを現在募集中です。陸上競技や駅伝に興味がある人，一緒に頑張っ

てみませんか。見学もお待ちしています。

全国高校駅伝大会（都大路）入賞を目指して

進学体育科３年Ａ組
冨　健心 君（喜界中出身）
　私たち駅伝部は選手18名、マネージャー5名で活動しています。
　平成30年に県高校駅伝大会で初優勝し、全国大会に初出場することができま
した。今年の県大会で３年ぶりの優勝に向けて部員全員で頑張っています。

　駅伝部のOBの方々も箱根駅伝などで活躍している方が多いです。私たちも先輩方に負けない
ような活躍ができるように、これからも日々の練習に取り組んでいきます。

宇宙センター前で集合写真 いい環境で練習することができました

～春の種子島合宿の様子～
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19名の１年生が女子寮に入寮しています。環境もリズムもだいぶ変わりましたが，学校生活と寮生

活を両立して頑張っています。今まであたりまえのように感じていた保護者の皆様からの慈しみや恩恵

を，ありがたく感じ感謝していることと思います。共同生活の中で苦楽を分かち合い，きっと一生の友

となる仲間になることでしょう。３年間で大きく成長してくれると期待しています。

寮生活も慣れてきました

清藤寮／女子寮／強化部ビクトリー寮／サンライズ寮

～３年間仲良く過ごす仲間たち～

１年生全員で「ハイ！ピース！」
※写真撮影時のみマスクを外しています。

緊張気味の入寮式

普通科1年Ｂ組
田中　彩世 さん

（面縄中出身）

　４月から寮生活が始まり
両親と全く会えない日々が

続き，ストレスがたまる毎日でした。
　洗濯や服をたたむこと等，全て自分でしな
ければならず，親に頼ってばかりの生活だった
ことを強く感じました。しかし幸いホームシッ
クにもかからなかったので，これからも自分な
りに気楽に過ごしていきたいです。
　また，ここでの生活を許してくれた両親に感
謝したいです。

進学体育科1年Ｂ組
船間　美玖 さん

（第一鹿屋中出身）

　寮生活がスタートして，
２か月が過ぎました。先輩

や寮監さんに寮のルールを教えてもらいなが
ら，充実した生活を送ることができています。
先輩も同級生も，とても優しく安心して過ごせ
ています。
　今までと生活リズムが変わり，多少は慣れな
い部分もありますが，早く寮生活に慣れて，学
科や部活動をこえて，たくさんの人とふれあい，
絆を深めて，楽しい３年間にしたいと思います。
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

５月13日(木)に生徒総会が行われました。昨年に続き，校内放送での実施となりました。

昨年度の生徒会活動，部活動成績の報告や本年度の活動計画等について協議が行われました。昨年度

よりさらに活躍できることを期待しています。また，学校への要望等，様々な意見交換も行われました。

生徒一人一人が生徒会の一員であることを自覚し，より良い学校生活を過ごすために考える場となり

ました。

令和３年度　生徒総会

普通科３年Ａ組
下平　桜 さん

（鹿屋東出身）

　先日生徒総会が行われま
した。４月中旬から少しず

つ準備を始めていき，全校生徒，先生方に資
料の製本，振り分けなどをしました。
　総会では，昨年度の振り返り，今年度の計画，
そして各ＨＲからでた学校への要望など，高
校生活をより良くするために大切な時間にでき
たと思います。
　新型コロナウイルスの影響で校内放送での
実施でしたが，今後の生徒会活動，学校行事
も活発なものにしていきたいです。

普通科３年Ａ組
染川　陽乃 さん

（蒲生中出身）

　校内放送での実施となっ
た生徒総会でしたが，生徒

の皆さんからたくさんの意見を出していただ
き，有意義なものとすることができました。
　議長，副議長をはじめ，緊張感を持って会
をスムーズに進行することができました。この
生徒総会をもとに学校生活・行事運営につい
て考え，より良い学校生活を送れるようにして
いきたいと思います。

生徒会の一員として，取り組む姿が見られました。
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～ 専門知識及び一般教養の学力の向上を目指して ～教 務 部 か ら

教 務 部 か ら

令和３年度 後援会役員会開かれる

　５月７日（金），令和３年度後援会役員会が，令和２年度後援会役員及び学級理事ご出席のもと，視聴

覚室で開催されました。

　長田後援会会長・秋武校長のあいさつに次いで，協議に移り，令和２年度の事業報告と決算報告及び

監査報告，令和３年度の事業計画案と予算案が審議されました。また併せて新役員改選も行われ，滞り

なく承認され，終了いたしました。

　なお，今年度は，新型コロナウイルスのため，５月15日（土）に計画されていた後援会総会も中止と

なり，後援会総会資料･書類決議公文・ＨＲ懇談会資料を郵送いたしましたので，ご確認ください。

令和３年度新役員の皆様
会　長 長田　康秀 様
副会長 1年 内司　貴子 様

２年 栄　　奈美 様
３年 鶴見　千鶴 様

監　事 1年 冨ヶ原　知恵 様
２年 和気　直美 様

長田後援会会長あいさつ

教頭から事業計画について学校長あいさつ
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊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 ～

スマートフォンやデジタル機器の安全な利用について

　現代社会に欠かせないものとなった端末ですが，便利な反面，多くの注意点もあります。今一度ご家

庭で，どのように使用すればよいか話し合ってみてはいかがでしょうか。

〇 利用時間のルールについて
◦少なくとも，寝る1時間前からはスマートフォンの利用を控えるようにする。

　　☞  睡眠前に強い光を浴びると，入眠作用があるホルモン「メラトニン」

の分泌が阻害され寝つきが悪くなる。

◦リアルな体験活動を大切にするための時間の妨げにならないようにする。

　　☞  直接的な友人間の関わり合い，自分の感覚や行為を通して理解する学

習，地域社会での体験活動などの時間を確保する。

〇 安全に利用するために
◦インターネット上の犯罪などの被害者や加害者にならない。

　　☞  不適切な情報へのアクセスを遮断したり，インターネットでのトラブルを防いだりするために

　　　 ………フィルタリングの活用

×DIGITALDETOX

～スマートフォンやデジタル機器を使うときの５つの約束～
□　寝る前は使わないようにする。

ぐっすり寝るために1時間前からはデジタル機器は使わない。

□　時間を決める（使う場所を決める）。
１日〇時間までと決める。我慢できない人はリビングに置いておく（だれかに預ける）。

□　〇〇しながらのスマートフォン操作しない。
歩きながら，自転車に乗りながらの操作は危険。絶対にしない。

□　課金が必要なアプリを利用しない。
また架空請求に反応しない。　迷惑メールのフィルタ設定を行う。

□　SNSやYouTubeの使い方に気を付ける。
違法ダウンロードやアップロードをしない。個人情報がわかる画像を投稿しない。
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進 路 指 導 部 か ら ～ 未 来 を 担 う 生 徒 た ち の 夢 を サ ポ ー ト ～

進路希望調査を実施

進 路 指 導 部 か ら

令和４年３月卒業予定進路希望状況

在籍数
（人）

進学希望者数
（人）

就職希望者数
（人）

未定
（人）

就職希望者数（再掲）
県内

（人）
県外

（人）
未定
(人）

計 389 157 221 11 93 92 36
３年全体数に対する％ 40.4 56.8 2.8 42.1 41.6 16.3

内　訳 
＜就職希望者＞

◎ルート別
学校紹介 一般 自己・縁故 公務員 家業 未定 計

計 157 17 6 2 13 26 221
就職希望者に対して％ 71.0 7.7 2.7 0.9 5.9 11.8 ー

◎地域別
県内 九州  関西 中京 関東 その他 未定 計

計 93 61 9 2 19 1 36 221
就職希望者に対して％ 42.1 27.6 4.1 0.9 8.6 0.5 16.3 ー

◎産業別
農・林・漁業 建設業 製造業 電 ガ 水道 情報通信業 運輸業 卸・小売業 金融・保険業

計 1 1 29 0 1 0 12 1
就職希望者に対して％ 0.5 0.5 13.1 0.0 0.5 0.0 5.4 0.5

不・物賃貸業 宿・飲食業 サービス業 医療・福祉  公務 その他 未定 計
計 0 52 57 8 14 10 35 221

就職希望者に対して％ 0.0 23.5 25.8 3.6 6.3 4.5 15.8 ー

＜進学希望者＞
◎種類別

大　学 短　大 各種専門 未定 計
計 63 4 85 4 157

進学希望者に対する％ 40.1 2.5 54.1 3.2 ー

◎各種専門学校
簿記 医療 福祉 栄養  調理 デザイン 情報処理 理容 美容

3 16 4 4 3 4 5 0 13
進学希望者に対する％ 3.5 18.8 4.7 4.7 3.5 4.7 5.9 0.0 15.3

製菓 音楽・芸能 動物 公務員 洋裁・和裁 自動車整備 スポーツ 保育 ホテル
計 7 2 2 1 0 0 3 1 0

進学希望者に対する％ 8.2 2.4 2.4 1.2 0.0 0.0 3.5 1.2 0.0
専攻科 その他 計

計 11 6 85
進学希望者に対する％ 12.9 7.1 ー

　令和３年度４月に３年生を対象に進路希望調査を実施しました。進学希望者が40％・就職希望者が
56％という結果でした。就職に関しては，県内希望者が42％，県外希望者が41％となっています。
　まだ，新型コロナウイルスの収束も心配される状況にあり，昨年度からオンラインによる説明会や面
接等進学・就職の選考方法にも変化がみられますので，状況を把握し，計画的な進路活動が必要です。

三者面談を有意義な時間にするために……
　三者面談は進路を決める大切な時間です。まずは早い段階から事前に家族で進路について話をしてお
くことが大切です。

【ポイントとなる点】
　◦自ら情報収集をし，自身が進みたい道を決める。 　◦自身の成績を把握する。
　◦志望校・志望する就職先について家族と話す。 　◦受験の仕組みを確認しておく。（一般・推薦）
【三者面談期間】
　７月19日（月）～８月６日（金）の期間で実施されます。
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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～

今年度の一日体験入学は，８月４日（水）～８月６日（金）（鹿児島市・日置市・いちき串木野市の中学校）
と８月24日（火）～８月26日（木）（鹿児島市・日置市・いちき串木野市以外の中学校）に実施されます。

本校に興味を持った中学生の皆さんに，各学科・コースの特色ある授業内容を体験してもらうための
もので，例年，県内外から多くの生徒が参加しています。今年度の実施内容は以下のとおりです。

今年も一日体験入学を行います！

令和３年度　第１回　一日体験入学の内容

実　施　学　科 講　習　内　容 募集人員
(1日当り) 持　参　品

ヘアーデザイン科

「美容師の仕事体験！」～目指せ！一流美容師～
　○ヘアーカット体験 ※男子のみ
　○ワインディング（ロッド巻）体験 ※女子のみ
　○ヘアーセット体験 ※女子のみ

60名 生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

トータルエステティック科

「現役のプロから学ぶ美の技術」～目指せ！美のスペシャリスト！～
　○フット＆フェイシャルのセルフエステ
　○夏のマスクメイク
　○キラキラネイルチップの作製

60名 生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

普
　
　
通
　
　
科

アプリケーションコース

「将来の夢発見！」～スクラッチを使ってゲームプログラミングに挑戦～
　○ プログラミングの仕組みを学ぼう！
　○ スクラッチ(プログラミング学習ソフト)を使ってゲームプログラムを組み立てよう！
　○ｅスポーツ体験（在校生と一緒に楽しもう）

20名 生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

パティシエコース
「オリジナルスイーツを作ろう！」
～楽しく盛り付けて自分だけのスイーツを作ろう～
　○真夏に輝く涼しげなフルーツゼリーを作ろう

60名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

エプロン(必要な方)
※材料費300円(当日徴収)

芸術文化コース

「エンターテイナーへの第一歩」～プロ直伝のスペシャルスキルを体験しよう～
　○8/4,24　Hip Hopダンス (リズムに乗って楽しく踊ろう)

25名
生徒手帳または身分証明書
筆記用具，体育服，タオル
飲料水，体育館シューズ　○8/5,25　Hip Hopダンス (ステップを覚えてクールに踊ろう)

　○8/6,26　ボイストレーニング（歌うための「声」を学ぼう）

進学・公務員コース

「公務員試験に挑戦！」
　○8/4,24　公務員試験にチャレンジしてみよう!!
　　　　　　公務員になった卒業生の体験談 25名 生徒手帳または身分証明書

筆記用具，上履き
「Let's Enjoy Special Lesson」
　○8/5,6,25,26　高校入試に向けての楽しい英語・数学のスペシャルレッスン

共生コース
「うちわ作り＆レクリエーションをしよう」
　○世界に１つだけのうちわを作ろう
　○レクリエーションで仲間づくりをしよう

20名
生徒手帳または身分証明書
筆記用具，体育服，タオル
体育館シューズ，飲料水

ドリームコース

「新しい自分を発見しよう！」
　○テーブルマジック体験
　○夢を実現した卒業生の体験談
　※8/4,24のみ実施

20名 生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

社会福祉科
「か・い・な・ろ」～介護福祉士になろう!! ～
　○介護福祉士イメージアップ動画ＶＲ(認知症)体験
　○介護用マッスルスーツを体験しよう

20名 生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

ホテル観光科
「"超一流"ホテルのおもてなし体験」～プチ洋食コースの試食を交えて～
　○ 模擬披露宴会場の雰囲気の中で“プチ洋食コース”の試食とサービス・テーブ

ルマナーの体験
20名 生徒手帳または身分証明書

筆記用具，上履き

調　　理　　科

「カフェ飯しか勝たん！」
　○8/4,24　濃厚クリーミー !!　カルボナーラ

80名
生徒手帳または身分証明書

筆記用具，上履き
エプロン(必要な方)　○8/5,25　お肉がジューシー !!　JOSEIバーガー

　○8/6,26　ふわふわ絶品!!　オムライス

ビジネス情報科

「ビジネス実務を体験しよう」
　○8/4,24　Wordを活用して文書作成に挑戦

20名
生徒手帳または身分証明書

筆記用具，上履き
※8/6,26は定規と赤ボールペン

　○8/5,25　Excelを活用して表計算に挑戦

　○8/6,26　おこづかい帳などの帳簿作成に挑戦

ファッションデザイン科

「楽しくハンドメイド」～夏休みのオリジナル作品を作ろう～
　○8/4,24　ＵＶカラーレジンでアクセサリーチャームを制作 30名 生徒手帳または身分証明書

筆記用具，上履き　○8/5,25　ファッション雑誌を使ってイメージボードを制作

　○8/6,26　ミシンを使ってコロコロのキャラメルポーチを制作 20名

部　　活　　動

「基礎トレーニングと実技」（野球部は28日も実施）
※以下の部活動は，男女とも受付

サッカー，バレーボール，ボクシング，剣道，空手道，バスケットボール，陸上，弓道，
チアリーディング，吹奏楽

※野球・駅伝は，男子のみ受付
※卓球は，女子のみ受付

各40名
程度

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

各競技の用具・シューズ等
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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 ～

自立のための指令№１

「季節を感じる　いちご狩りを体験しよう」
　福祉共生専攻科の教育課程の中に「自立体験学習」という科目が週３時間あります。
　本科目は，自立した日常生活や就労のために，よりよい対人関係を築くための会話技術を習得し， 

また，公共交通機関や公共施設などのさまざまな社会資源を実際に活用させる体験を通じた支援活動を
することで，社会生活力を身に付けさせることを目的にしております。
　去る４月13日（火）季節を感じる体験をしようという初めての試みでいちご狩り体験に行きました。
　一人一パックを持ち，ハウスの中にある甘い香りのいちごを思い思いにちぎり楽しんでいました。初
めて体験する生徒も多く，いちごの甘さや大きさにびっくりしているようでした。
　今後も日常により近いさまざまな実体験を通して，生徒たちの今後の自立に向け取り組んでまいりた
いと思っています。

たくさん獲れました

どれがいいかな

けっこう大きいなぁ

みんな揃ってにっこり
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４月を終えて
～進路ガイダンス・通信課程入校式～

　１年生が入学し，早いもので４月を終えました。ヘアーデザイン科では４月に主な行事として２つ

ほどありました。

　１つめは３年生が４月16日（金）にかごしま県民交流センターにて進路ガイダンスが行われました。

昨年は，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりましたが，今年は県内の美容室のみの

参加となったガイダンスでしたが実施することができました。全員がマスク・フェイスシールドを着

用しての実施となりましたが，生徒たちはみな真剣に話を聞き，今後の進路活動の参考になったよう

でした。

　２つめは１年生に対して４月21日（水）に通信課程の入校式が行われました。昨年同様，新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため代表のみの出席となりましたが，晴れて通信課程への入校も認めら

れ美容師になるための専門教科の授業もスタートすることになりました。これから辛い日々もあるか

と思いますが，３年後の美容師国家試験合格に向けてがんばってほしいと思います。

進路ガイダンス（熱心に話を聞く生徒たち）

緊張感漂う入校式
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夢を叶えよう！
～挨拶・笑顔・返事・感謝～

今年度トータルエステティック科では，学科の家（科）訓である『挨拶・笑顔・返事・感謝』を徹底し，

将来美容のプロとして立派に働けるよう全力でサポートしていきたいと考えています。

24名の１年生が仲間入りし，80名となったトータルエステティック科の生徒たちが，これまで以上

に活気にあふれ，いきいきとした学校生活を送ってくれることを願っています。

本校では，学校行事やボランティアを通して，実際にお客様に感謝のことばをかけていただく喜びや，

施術の難しさなどを経験することができます。夢実現へ向けて努力し，感動の多い１年にしましょう！

今回は，新たに大きな夢と希望を持って入学してくれた１年生に担任の先生及び３年生からメッセー

ジを送ってもらいたいと思います。

トータルエステティック科３年
重信　利瑠 さん

（川辺中出身）

　新入生のみなさん，ご入
学おめでとうございます。

授業の中で大変なこともありますが，楽しく
専門的な授業に取り組んでほしいと思いま
す。専門以外の検定もたくさん受けておくと，
自分の強みになると思います。不安なことも
たくさんあると思いますが，友達と支え合い
ながら頑張ってください。

トータルエステティック科
1年　担任
梶原　寛人 先生
　今年度，トータルエステ
ティック科1年の担任にな
りました梶原です。

　入学してきた気持ちを忘れさせないよう，
1年間責任を持って指導していきたいと思っ
ております。
　どうぞよろしくお願いいたします。

トータルエステティック科
1年　担任
鶴園　理歩 先生
　今年度，トータルエステ
ティック科1年生の担任に
なりました鶴園です。美容

を通して内面美・外面美を合わせ持った生徒
になれるよう指導していきたいと思っており
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

トータルエステティック科３年
片平　唯心 さん

（吉野東中出身）

　新入生のみなさん，ご入
学おめでとうございます。

専門的なことを学ぶ分失敗をたくさんして，
落ち込むこともあります。その度に，仲間の
皆と支え合い，補い合う事で，一丸となって，
少しずつ成長していきます。失敗を 恐れず，
一人で抱え込まず，頼りながら素敵な３年間
にしてください。
　笑顔あふれる，素敵な高校生活になります
ように祈っています。
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社会福祉科に入学して，今思うこと
１年生は，入学から早くも２か月が経過します。専門的な授業内容も少しずつ慣れてきました。そ

こで，１年生が入学前に書いた作文の一部を紹介します。今の気持ちを大切に介護のプロを目指しや
り抜いてほしいものです。

社会福祉科1年　山下　陸斗 君（明和中出身）
題「施設利用者の毎日を支える職業が福祉」
　私は，介護・福祉に関する本を読み，福祉という職業がどれほど大変であるか，また，
やりがいがあるかを知ることができました。私は人の笑顔を見るのが大好きです。人は笑顔
でいるときが一番きらきら輝いて見えるからです。福祉の仕事は多くの人を笑顔にできます。
　さらに，私には好きな言葉があります。「人は皆毎日に夢中だから息している事さえ忘れ

ているんだ。」映画「愛唄」の台詞です。毎日夢中で生きているからこそ高齢者の方々も笑顔でいられるのでは
ないかと思います。
　一見大変そうに見える福祉の職業ですが，利用者一人一人が人生という物語の主役であり，物語の最後まで
笑顔で終われるように支えるという，他の職業ではできない大事な役割を担っています。
　私も，福祉の職業に就いて，多くの人を笑顔にしたいと思います。

社会福祉科1年　榎田　桜生 さん（伊集院北中出身）
題「福祉の本を読んだ感想」
　私は，「介護福祉士をめざす人の本」を読み，介護福祉士は少子高齢化が進む日本でと
ても重要な仕事だと思いました。そして，高齢者や障がいのある方の生活を援助するだけ
でなく，介護に関する指導や介護記録の作成などの業務があることが分かりました。また，
人と直接関わる仕事なので相手の心理理解も関係することから，人間関係で自分自身も成

長できると感じました。
　この本を読んで，福祉に興味のない人にも福祉の大切さを伝えていきたいと思いました。そこで，一つ疑問が
生まれました。障害者という漢字には「害」が使用されていますが，あまりいい意味ではないし，害を持ってい
るわけでもないということです。私は，漢字表記しなくてもいいと思います。　
　最後に，高校で福祉を学ぶ期待やうれしさ，不安が大きく入り交じっています。さらに，介護福祉士は国家
資格であり，覚えることが多く大変ですが，合格でするよう実技や筆記の勉強も頑張ります。

社会福祉科1年　河西　音人香 さん（城西中出身）
題「私と介護」
　誰もが介護し，介護される時代。介護は自分の親や祖父母，パートナーなどが対象にな
ります。また，介護を必要とする時は突然訪れることが多いです。本の中でも，脳梗塞，脳
出血，心臓発作，癌，アルツハイマー型認知症など多くの病気を知りました。昨日あるいは，
数時間前まで元気だったのに，一瞬にして生活が変わります。

　他にも，障害から介護を必要とする場合があります。多くは障害のある子どもを持つ親です。子どもの障害は
出生前や出生後分かります。しかし，病気や障害で介護を必要とすることには，共通していることがあると思い
ます。例えば，介護をするにあたっての苦労や悩み，毎日の介護疲れから体調を崩すなどです。ただし，マイナ
スの面だけでなく介護を通して笑顔が見られたり，恩返しができるなど，思いやる気持ちが強くなるといったプ
ラスの面も得られると思います。
　最後に，介護をすることで介護される側もする側も笑顔になれるんだと，この本を読んで感じました。
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進路決定に向けて，始動！！
３年生は，部活動も集大成をする時期になってきますが，同時に卒業後の進路についても決めて

いかなければならない時期にもなりました。就職・進学と大きな分かれ道があり，またその先に

たくさんの分かれ道で迷う生徒も多くなってくると思いますが，進路決定も団体戦と言われます。

全員で，意識の高い落ち着いたＨＲの雰囲気づくりをして，進学体育科持ち前の明るさで，自分

を信じて道を切り拓いてほしいと願っています。進路活動でも部活動においても最高の結果が残

せますように……。

進学体育科３年Ｂ組
木村　希颯 さん

（鴨池中出身）

　私は，高校卒業後，県内 
の短期大学に進学し，食物

栄養についての勉強をしたいと考えていま
す。そのために進学希望先のパンフレットを
取り寄せたり，説明会に参加したりなど，積
極的に情報収集し，進路活動に取り組んでい
ます。
　部活動でも，進路活動でも，悔いのないよ
う「やり抜く力」をモットーに，最後まで頑
張ります。

進学体育科３年Ａ組
三⻆　洸太 君

（中央中出身）

　私は駅伝部に所属してい
ます。

　卒業後の進路は，関東の大学で陸上を続け
たいと思っています。そのためにも，部活動だ
けではなく，学習面にも今まで以上に力を入れ
ていきたいです。特に，1学期は３年生の評価
がつく大事な学期と言われています。期末テス
トでは，全て80点以上を取って，部活動におい
ても，個人インターハイ出場，チームでは都大
路入賞を目指して頑張ります。

Ａ組HR目標　「輝け　夢への挑戦　夢への一歩」 Ｂ組HR目標　「一勝懸命」

※写真撮影時のみマスクを外しています。
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普通科　アプリケーションコース

CS検定（コンピュータサービス技能評価試験）に合格しました

令和３年３月に本校アプリケーションコース２年生がCS検定（コンピュータサービス技能評価試
験）を受験し，見事合格しました。

CS検定は，オフィスソフトの操作技術を認定する専門資格で，将来様々な仕事で生かすことので
きる大切な資格です。生徒たちは，専門学習の中で合格を目標に試験対策に日々取り組んできました。
学習を通して一人一人の将来への意識も高まったようです。

今回の合格は，それぞれにとって大きな自信になったことと思います。これからもチャレンジ精神
を持ち続けて，たくさんの経験を得ながら成長してほしいと思います。

アプリケーションコース２年Ａ組
佐保　璃音 さん

（星峯中出身）

　専門の授業での学習はも
ちろんですが，休み時間など

自分の時間を使って練習に励んできました。授
業で出された練習問題に再チャレンジし，間
違ってしまった箇所は，繰り返し練習に努める
ことで，技術を向上させました。日々の努力で
一つ一つ身に付けることの大切さを知ることが
できました。
　これからも努力を続けて次の資格取得試験に
挑戦したいと思います。

アプリケーションコース２年Ａ組
栗山　蓮 君

（宮之城中出身）

　資格取得試験に向けて心
がけたことがあります。日頃

の授業で取り組んでいる練習に真剣に取り組
み，本番ではミスをなくすことです。毎時間練
習問題に取り組みスキルアップを図ってきまし
たが，丁寧に問題を読み，操作を繰り返すこと
を意識して確実に技術を身に付けました。今回
の合格で，対策への取り組みにも自信を持つこ
とができました。

合格証書が届きました。
これからも挑戦し続けます。
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ホテル観光科1年
西村　雛那 さん

（串木野中出身）

　待ちに待った実習服がやっ
と届きました。初めて実習服を

着る時は，蝶ネクタイの付け方やエプロンの結
び方など，分からない部分もありましたが，皆で
協力し合って何とか着ることができました。
　実習服を買ってくれた親や，届けてくださっ
た業者の方々に感謝しながら，今後の実習やサー
ビスの授業を，これから精一杯頑張ります。
　ありがとうございました。

ホテル観光科1年
村山　天笙 君

（大口中央中出身）

　今回私たちは24名で南薩
少年自然の家に行き，みん

なでカレー作りをしました。
　協力し合って作ったカレーは，とても美味
しく，クラスの絆を深めることができました。
　片付けが大変でしたが，チームワークで早
く終えることもでき，とても良い思い出とな
りました。

　ホテル観光科１年生24名が，４月22日（木）に「県立南薩少年自然の家」へ校外研修に行きました。
午前は２班に分かれてカレー作り，午後は集団行動の訓練体験をすることにより，さらに絆を深めら
れたようです。以下に生徒の感想と様子をお伝えします。

　ホテル観光科１年生の実習服が届き，先日，試着会を行いました。実習服を袋から取り出した生徒
たちは，目を輝かせ，早速真新しい実習服に袖を通し，とても感動した様子でした。
　今後はこの実習服を着て，７月からはじまる校外ホテル実習や，専門教科の授業，来校者への食事
サービスなど活躍の幅をさらに広げていきます。ここに生徒の感想をご紹介します。

日帰り校外研修に行きました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で出発～

初めての実習服
～おもてなしの心と素敵な笑顔で試着～

１年生　みんなではい！ポ～ズ!!

正門にて
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　これからの自分を高めてくれる真新しい包丁に魂を入れ，実習中の安全と調理技術の向上を決意する

ために，令和３年度包丁入魂式を４月26日（月）に德重神社の神職をお招きして実施しました。

　今年度の１年生92名は，体育館に特設会場を設けて，感染防止をした上での実施となりました。新型

コロナウイルスの収束も見えない状況で観光業・飲食業も大きな被害を被っていますが，調理や食を通

した感染拡大防止に貢献できるような調理師を目指し，精進していってほしいと思います。

調理の専門職を目指す者として……

調理科1年Ｂ組
児島　碧 さん　（松元中出身）
　私は，包丁入魂式で調理の先生から自分の名前が刻印された包丁を受け取り，
改めて調理科に入学したことを実感しました。テレビ局の取材も受けてとても緊
張しましたが，包丁に魂を入れてもらったことで，これからの調理実習で，たくさ
んの人を笑顔にし，そして保護者への感謝の気持ちを忘れずに料理を振る舞える
調理師になりたいと思います。

調理科1年Ａ組
下舞　颯太 君　（加世田中出身）
　私は，包丁入魂式で1年生代表として誓いのことばを述べました，私は，人前
で何かをすることが苦手でしたが，今回大役を任され，最後までやり抜くことが
できたことは，ひとつの進歩だと思います。
　これから，調理を学び，たくさんの知識を自分のものにして，いろんなことに挑
戦しながら成長していきたいです。

調理科1年Ｂ組
平松　愛都 君　（国分中出身）
　私は，包丁入魂式で伝統である「調理科七訓」を読み上げました。学科の代表
ということで，大きな声で心を込めて読み調理科生としての心構えを実感しました。
３年間を通して，しっかりと学びいろんな資格取得にも挑戦したいと思います

包丁入魂式

生徒代表誓いのことば

包丁渡し式

玉串奉奠

テレビ取材
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ビジネス情報科1年
福永　笑加 さん

（伊集院中出身）

　入学してから約２週間が
経ち，校外研修がありまし

た。私は，この研修で仲間と協力してカレー
を作りました。準備段階から片付けまでの工
程を確認しながら，仲間と協力し合い一つの
ことをやり遂げることの大切さも学びまし
た。仲間意識も深まり，とても思い出の残る
校外研修となりました。

　４月22日（木）に，県立南薩少年自然の家にて，１年生が校外研修に参加しました。コロナ禍での実

施ということもあり，宿泊をともなわない縮小された研修となりましたが，鹿児島城西高等学校生と

しての自覚や誇りを持つ大切さを学ぶとともに，新たな友人たちとの交流を深めていました。爽やか

な日差しと風のもと，天候にも恵まれた一日でした。大きな事故や怪我もなく全ての日程を終了し，
感謝の気持ちや思いやりの心・集団生活の大切さを学ぶことができました。

校　外　研　修

自由時間のひと時

自分たちで作ったカレーを試食

１年生集合写真

カレー作りがんばります
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ファッションデザイン科３年
水窪　桃那 さん

（栗野中出身）

　私たちは，赤岩先生によ
るウオーキングの授業を３

年間受けています。普段の正しい姿勢や歩き
方を始め，ターンやジャケットの着脱まで，
多くのことを学んでいます。
　これらをファッションショーや日頃の生活
に生かしていけるように真剣に練習に取り組
みたいです。

ファッションデザイン科２年
黒岩　果凛 さん

（谷山中出身）

　先日，初めて韓国語の授
業がありました。韓国人の

先生に，正しい発音などを教えていただき，
楽しい授業になりました。今はコロナ禍で海
外に行くことは難しいですが，いつか韓国に
行くときのために授業に積極的に参加し，韓
国語をしっかりと聞いて身に付けていきたい
と思います。

　新学年がスタートして，専門教科の授業も始まりました。ファッションデザイン科では，制作やデ
ザインの他にも，ボディジュエリーやネイル，メイク，フラワーアレンジメントなどファッションに
関する専門教科を幅広く設けており，生徒たちは意欲的に学習に取り組んでいます。ファッション
ショーに向けてウォーキングのレッスンや，今年度から第二外国語として，韓国語も学んでいます。
様々なことを吸収して，将来の目標につなげてほしいと思います。
　以下に，専門教科に取り組む生徒の様子を紹介します。

専門教科を学んで夢を広げよう！

姿勢よく，リズムにのって歩きます

パーソナルカラー診断の授業

初めて韓国語を書いてみました

季節の花に触れながら感性を磨きます
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私は皆さんと学びを共にする

ようになり，早1年が経とうと

しています。初めは，各教室の

場所を知るのもままならない状

態でしたが，今では各教室は

知っている場所が増え，生徒の皆さんの顔や名前

も大分わかるようになりました。このような，日々

の学校生活の中で鹿児島城西高等学校は他のどの

学校に負けない，本当に素晴らしいと思うことが

あります。

毎朝8時を過ぎて学校の廊下を歩いていると，

少しでも早く教室にたどり着こうといそいそと教

室に急ぐ生徒が少しずつ増えていきます。靴を靴

箱に入れスリッパを履き，歩いて行きます。この

ような中でも，「おはようございます。」と声をか

けるとほとんどの生徒が「おはようございます。」

と返してくれます。また，驚いたことに廊下では

多くの生徒の皆さんが自分から「おはようござい

ます。」微笑んでくれるのです。その姿は，廊下

の窓から見える咲き育った花や植物のようです。

皆さんの笑顔は光り輝き，活き活きしています。

これは，今までの私の経験ではなかったことです。

挨拶をしてくれる生徒は，授業で関わっていな

くても顔を覚えてしまいそうです。名前を知って

いる生徒もいます。

鹿児島城西高等学校には「プロフェッショナ

ル」や「一流」，そして「極める」ことを目指して

いる生徒が大勢います。自分の精神状態をきちん

とコントロールでき，毎日の生活の中で活気を 

見いださせる皆さんは確実に「一流」，「プロフェッ

ショナル」に近づいていっているのではないで

しょうか。

挨拶は人の心を変えることができます。何しろ，

私が皆さんから心を感動と活気，幸福へと変えら

れた一人なのですから。きっと，これからも皆さ

んは沢山の人々の心を変えていくことでしょう。

「挨拶（あいさつ）は人の心を変える」� 英語科　西　﨑　　 環

お知らせ（事務局から）
高等学校等就学支援金

　全ての意志がある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくる
ため，授業料に充てる高等学校等就学支援金を生徒に支給し，家庭の
教育費負担を国が学校を通じて支援する制度です。

私立高等学校入学金授業料軽減費補助金制度
　保護者の年収が一定額以下の場合に，入学金・授業料の軽減を鹿児
島県が学校を通じて行う制度です。
　高等学校等就学支援金と私立高等学校入学金授業料軽減費補助金制
度は，申請をしなければ支援や軽減を受けることができません。レポー
トライフ６月号に案内を同封する予定です。必ず期限までに提出をお
願いします。

【学校納付金振替日】
6月分
　6月15日（火）

7月分
　7月15日（木）

※�必ず前日までに
ご入金ください。



６・７月行事予定

月日 曜日 行　　　　　　　事
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　1～４H）
３ 木 検尿２次
４ 金 検尿２次　内科検診　公務員模試（進公３年　1～３H）
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 内科検診　第1回基礎学力診断テスト（進公1年　1～４H）
14 月 授業評価アンケート（６H）　歯科検診
15 火 第２回数学小テスト
16 水 内科検診
18 金 薬物乱用防止授業（5・６H）
21 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）

歯科検診
22 火 期末試験時間割発表　歯科検診
24 木 第３回全校書き取り
25 金 寮点検　内科検診
2９ 火 期末試験
30 水 期末試験

７／1 木 期末試験　求人受付開始
２ 金 期末試験
5 月 恩師への便り指導（暑中見舞い）
６ 火 第3回英語小テスト
７ 水 体育祭団編成（1・２H）　体育祭練習（３～７H）
9 金 第２回就職模擬試験　公務員模試（進公３年　1～３H）
12 月 キャリアパスポート指導（６H）
13 火 インターンシップ（中止）
14 水 寮生指導
15 木 課題提出締切日　第３回数学小テスト
16 金 特別作業（６H）　愛好デー・ワックス掛け（SB 5～8番線）
1９ 月 三者面談（8／６まで）　（特別支援）宿泊研修・社会見学学習

（ドリーム）社会見学学習
20 火 恩師への便り回収完了　（特別支援）宿泊研修・水泳教室　（ドリーム）社会見学学習
21 水 終業式　全国大会壮行会
26 月 保護者と学校の会（本校会場）　補習指導（７／ 30まで）

（特別支援）現場実習前半開始（共生３，専1･ ２）～8／６
27 火 保護者と学校の会（種子島・屋久島・沖永良部）　
28 水 保護者と学校の会（徳之島）　外部講師による面接指導
2９ 木 外部講師による面接指導
30 金 保護者と学校の会（奄美大島）　寮点検

※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。



文部科学大臣・厚生労働大臣指定校　資格取得推進校


