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雨の降り続く６～７月を梅

雨（つゆ）といいますが，そ

の由来については以下のよう

な説があります。

①中国では黴（かび）の生えやすい時期の

雨ということで「黴雨（ばいう）」と呼ば

れていたが，黴では語感が悪いので同じ

音で，節に合った「梅（ばい）」という字

を使って「梅雨」となった。

②「梅の熟す時期の雨」という意味で…

「梅雨（つゆ）」と呼ばれていた。

③梅の実が熟し潰れる時期であることから

「潰（つ）ゆ」となり，梅の字を当てて…

「梅雨（つゆ）」となった。

鹿児島県も5月11日，1956年の5月1日に次

ぐ観測史上２番目の早さで梅雨入りし，７月下

旬の梅雨明けまで，すっきりしない日々が続き

ます。

雨の降り続く梅雨は「うっとうしい」「ジメジ

メ」「憂鬱」などとマイナスイメージが多いです

が，次のようなプラスの面もあります。

◦免疫機能が高まる。（リラックス効果）

◦のど（喉）に優しい。

◦自然が豊かになる。

梅雨時期は気圧が下がることから，「副交感神

経」が優位になり，身体の免疫機能が高まるこ

とで，普段の体調不良を身体自身が修復・修繕

する作用が高まる時期でもあります。

さらに，雨音は気持ちをリラックスさせる効

果があると言われています。同じリズムが絶え

ず繰り返される自然が織り成す音楽は心を落ち

着かせ，くつろいだ気分にさせてくれます。

例年ではもうすぐ梅雨が明けます。夏の爽や

かな青空を待ち焦がれる気持ちもありますが，

生徒の皆さんも，梅雨時期をプラスに捉え，不

要不急の外出を控えて自宅でのんびりと雨音に

耳を傾けながら，リラックスする時間を作って

みてはどうでしょうか。

梅雨の時期に

教務部長　迫 田　祐 樹
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令和３年度
鹿児島県高等学校総合体育大会成績

　鹿児島県高等学校総合体育大会が開催され，各部活動が活躍し，九州大会出場の切符を手に入れました。

今後の活躍に注目が集まります。下記に結果を報告します。

●野 球 部	 ＮＨＫ旗争奪高校野球　　優　勝　　【２年ぶり３度目の優勝】

●空手道部	 男子団体組手　　優　勝　《玉城･山下･岩﨑･長野･瀬戸口･大村･涌波》
	 女子団体組手　　優　勝　《豊山･東峯･三野･緒方･河野･白柿･張原(舞)》

　　　男子個人組手	 優　勝　山下　慶人くん（普通科進学公務員コース３年）
　　　	 準優勝　玉城　　優くん（進学体育科３年Ｂ組）
	 ３　位　岩﨑　　翔くん（進学体育科３年Ａ組）

　　　女子個人組手	 優　勝　東峯　美咲さん（普通科進学公務員コース３年）
	 準優勝　三野　綾華さん（進学体育科３年Ｂ組）
	 ３　位　白柿　咲羽さん（普通科進学公務員コース２年）
	 ５　位　豊山　仁心さん（普通科進学公務員コース３年）

　　　女子個人形	 ４　位　張原　舞乃さん（普通科芸術文化コース１年）

●女子卓球部
　　　卓球団体	 優　勝　【団体戦優勝４連覇＆通算２０回目】

　　　女子ダブルス	 優　勝　折田　早希子さん（進学体育科２年Ｂ組）
	 　　　　有川　心彩さん　 （進学体育科２年Ｂ組）

	 ３　位　出永　彩花さん　（進学体育科３年Ｂ組）
	 　　　　木村　希颯さん　（進学体育科３年Ｂ組）

　　　女子シングルス	 ２　位　折田　早希子さん（進学体育科２年Ｂ組）
	 ３　位　有川　心彩さん　 （進学体育科２年Ｂ組）

●ボクシング部
　　　ライトウェルター級	 優　勝　大園　丈太郎くん（進学体育科３年Ａ組）
　　　バンダム級	 準優勝　日髙　友聖くん　 （調理科１年Ｂ組）

●駅伝部	 男子８００ｍ	 優　勝　立迫　大徳くん　 （普通科進学公務員コース１年）
	 男子１５００ｍ	 ６　位　須山　向陽くん　 （普通科進学公務員コース３年）
	 ３０００ｍ障害	 ３　位　佐久間　大河くん（進学体育科２年Ａ組）
	 	 ５　位　岡本　龍聖くん　 （普通科進学公務員コース２年）

●男子サッカー部　　　準優勝

●少林寺拳法部
　　　　　　男子自由単独演武	 ３　位　肥後　真綸くん　(普通科芸術文化コース３年)
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NHK旗選抜高校野球大会優勝

県 高 校 総 体 卓 球 競 技 優 勝

　５月15日（土）～５月30日（日），第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会が県立平和リース球

場と鴨池市民球場にて開催されました。大会には本校野球部が出場し，決勝戦は鹿児島商業高校を３－

２で下し，２年ぶり３度目の優勝を果たしました。今月３日（土）から始まる選手権大会では夏の甲子園

出場を目指します。応援していただいた多くの方々に感謝いたします。

　５月26日（水）～５月29日（土）に県高校総体卓球競技が行われ，本校女子卓球部が決勝戦で鹿児島女

子高校を３－１で下し，大会４連覇を達成しました。またシングルスで折田早希子さん（進学体育科２年・

鴨池中出身）が２位，有川心彩さん（進学体育科２年・都城市立祝吉中出身）が３位，ダブルスで折田・
有川組が３位に，出水彩花さん（進学体育科３年・星峯中出身）木村希颯さん（進学体育科３年・鴨池
中出身）組が３位に入賞を果たしました。卓球部は団体，シングルス（折田さん・有川さん），ダブルス（折
田・有川組）が８月に富山県で行われる全国高校総体へ出場が決まりました。

祝

祝
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スクールカウンセラーの先生方の紹介
～一人で抱え込まないで～

　令和３年度は，２名の先生方にスクールカウンセラーとしてお越しいただきます。友人関係，学業や

進路のこと，家庭のこと等で悩みや不安を抱えている生徒に寄り添って，悩みの解決に向けたサポート

をしていただきます。本校では，生徒・教師間の信頼関係構築や，生徒の悩みや不安解消を目的とし，

学級担任と語り合う「語らいの週間」を実施していますが，「語らいの週間」以外にも，希望する生徒

に対して，スクールカウンセラーによるカウンセリングを実施しています。

　もし，悩みごとや不安なことがあれば，一人で抱え込まずに，気軽に相談をしてください。

中
なか

野
の

　裕子 先生

　「大丈夫」の文字の中に
は，３人の「人」が隠れて
います。1人では解決でき
ないことも，信頼できる周

りの人に相談すれば解決の糸口が見つかるか
もしれません。話すことで心が軽くなり，新
しい考えが入ってくるかもしれません。家族，
友人，先生……。私もその1人に加えてもら
えませんか？
　火曜日の３限～６限，昼休みも含めて，あ
なたの来室を待っています。

柿
かきのき

木　正敏 先生

　毎週水曜日・金曜日の5・
６限に教育相談室にいま
す。
　私たちは，生活の中で抱

く様々な感情を上手に表現できないでいる
と，ついストレスをかかえてしまいます。こ
うしたストレスや悩み・迷いなどにどう立ち
向かうか，自分をコントロールしていくお手
伝いをさせてもらいます。

気軽に相談してください 教育相談室

【相談時間の案内】
水曜日 木曜日 金曜日

５・６時間目
担当：柿木先生

３・４・５・６時間目
担当：中野先生

５・６時間目
担当：柿木先生
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故人への感謝の心　永久に…
～学園忌日祭～

　５月27日は日章学園初代理事長 故・後藤章先生のご命日にあたり，学園全体で慰霊祭を執り行うと

ともに，本学園に関わられた物故者の皆様のご冥福をお祈りし，哀悼の意を表する一日としています。

　当日は校内放送で本校進路指導部長　松尾　恵先生が慰霊訓話され，学校を代表し，秋武達朗校長と

生徒会会長 染川陽乃さんから忌日祭の意義と慰霊のことばが述べられました。

ファッションデザイン科３年
南　來花 さん

（吉田北中出身）

　先日，忌日祭が行われま
した。放送で松尾先生が「私

と小鳥と鈴と」を例えにみんな違ってみんな
いい，私たちの出会いは奇跡とお話をしてく
ださいました。私たちが今楽しく通い過ごせ
ているのは学校の発展のために尽くしてくだ
さった方々のおかげです。日々感謝しスポー
ツ，勉強に励んでいきたいと思います。

調理科３年Ａ組
別府くるみ さん

（西陵中出身）

　私は，忌日祭を通して本
校の歴史を作り上げてきた

方々の素晴らしさや，身の回りへの感謝の気
持ちを改めて実感しました。多くの人の努力
が積み重なって今の私たちの学校生活がある
ということを頭に入れ，感謝の気持ちを忘れ
ずに過ごしていきたいと思います。

左から初代理事長 故・後藤章先生，第二代目理事長 故・後藤トミ子先生，第三代目理事長 故・後藤大治先生
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男子サッカー部
～高校総体　惜しくも準優勝　次は勝つ～

進学体育科２年Ｂ組
前田　隼希 君
（鹿児島育英館中出身）

　今回の総体は準優勝という
結果で全国大会に出場するこ

とはできませんでした。自分の課題である「決
定力」という所が足りなかったので，選手権ま
での5か月で「決定力」を上げチームを勝たせ
られる選手になれるように，日々の練習の質を
高めて頑張っていきたいです。

進学体育科２年Ｂ組
小堀　優翔 君

（谷山北中出身）

　今回の総体では全国出場を
目指し戦いましたが，準優勝

という悔しい結果でした。個人として今大会は
チームを勝たせられる選手を目標として戦いまし
たが，チームを勝たすことはできませんでした。
これから選手権に向けて，個々の力を上げてチー
ムを勝たせられる選手になれるように頑張ります。

　第74回鹿児島県高校総合体育大会サッカー競技が５月24日（月）～ 29日（土）までOSAKOYUYA	
STADIUMなどで開催されました。決勝戦は延長戦までもつれ白熱した試合になりました。神村学園は
日本代表を２人擁しますが，本校も気迫のあるプレーで幾度となくチャンスを作り素晴らしい戦いを見
せてくれました。延長戦終了間際に失点し準優勝に終わりましたが，冬の選手権が楽しみです。今後も
サッカー部を応援しましょう。

【本校サッカー部成績】
２回戦　　鹿城西２－０出水中央　　　３回戦　鹿城西７－０武岡台
準々決勝　鹿城西３－０松陽　　　　　準決勝　鹿城西２－１鹿児島南
決　勝　　鹿城西１－２神村学園（延長）
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女子サッカー部

　女子サッカー部は現在３年生２名，２年生１名の３名で，平日の放課後１８時までグラウンド奥の練

習場で活動しています。

　女子サッカーは男子に比べて全国的に競技人口が少なく，県内の高校のチームも６チームしかありま

せん。本校の女子サッカー部も部員が11名に満たないことが多く，試合には他の高校と合同チームで

出場しています。今年度はまだ新入部員が入っていないため，単独で試合に出られない状態です。

　サッカー部としては少ない人数ですが，これまでも高校からサッカーを始めたという部員が多く入部

しており，みんなサッカーが大好きで楽しく活動しています。

　興味がある人は体験入部もできますので，ぜひ見学に来てください。

女子サッカー部頑張ってます！

他校との合同練習も頑張っています！ 試合も頑張っています！ これからも頑張ります！

普通科２年Ａ組
小正　優結 さん

（育英館中出身）

　鹿児島城西女子サッカー
部は，人数が少ないため，

実施できる練習メニューも限られていますが，
笑顔で楽しく活動しています。
　同じく部員の少ない明桜館高校と合同チー
ムで試合にも出場し，勝利に向かって一生懸
命頑張っています。
　合同練習する機会も少なく，なかなか良い
結果を残すことはできていませんが，楽しん
で活動していますので，初心者の方もぜひ体
験入部に来てください。

調理科３年Ａ組
中島　桃花 さん

（吉田南中出身）

　私たち女子サッカー部
は，少人数ではありますが，

朝木先生の指導の下，基礎練習をはじめ，対
人パス，シュート練習，試合前にはポジショ
ンを意識したミニゲームを行っています。
　私を含め，初心者で入部する人も多いので，
初心者でも気兼ねなく始めやすい環境でもあ
ります。
　ぜひ，体験・入部お待ちしています。
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強化部ビクトリー寮は，全国に鹿児島城西高等学校の名を鳴り響かせようと，野球部・サッカー部・

駅伝部の３つの部が刺激し合いながら寮生活を送っています。

寮生活で食事の準備，掃除，洗濯，練習から疲れて帰ってきても身の回りのことをすることで保護者

へ感謝の気持ちが生まれています。厳しい環境で生活するからこそ生まれる精神的な成長や仲間と寝食

を共にし，お互いの気持ちを共有することが競技へ良い影響を与え各部の活躍に繋がっています。

強化部ビクトリー寮

清藤寮／女子寮／強化部ビクトリー寮／サンライズ寮

～全国に鹿児島城西の名を鳴り響かせる！～

進学体育科1年Ｂ組
安田　慎吾 君

（阿久根中出身）

　入学してから約２か月が
過ぎました。寮生活では洗

濯や家事などの大変さが分かり，改めて両親
のありがたみを感じています。寮では困った
ことがあれば先輩方が優しくサポートしてく
れます。大変な面もありますが，自分の目標
に向かって頑張っていきたいです。

進学体育科1年Ｂ組
矢吹　凪琉 君

（種子島中出身）

　強化部ビクトリー寮は，
サッカー部，野球部，駅伝

部の３つの部が一緒に生活しています。全員
が全国で活躍するために集まってきているの
で，日々の生活から刺激を受けることがあり
ます。寮生活が試合の勝敗にも影響してくる
と思うので，目標から逆算して日々の生活を
過ごしていきたいと思います。

おいしい食事を笑顔で みんなで仲良く



－9－

生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会では，役員を中心に朝のあいさつ運動や学校行事の運営・準備等，様々な活動を行っています。

今回は『あいさつ運動』と『生徒会新聞』について紹介します。

今後も学校をより良くするために，様々な活動を積極的に行っていきたいと考えています。生徒の皆

さんのご協力をお願いします。

『あいさつ運動』について

　あいさつ運動は，毎週月曜日に正門に生徒

会役員が立ち，登校する生徒にあいさつをし
ています。

　また，あいさつに加えて容儀面についての

注意等の声かけを行っています。

『生徒会新聞』について

　生徒会新聞は年数回発行しています。月の

行事予定や生徒会からの連絡など様々な情報

を発信しています。生徒会役員で協力して作

成しています。

生徒会の活動について

あいさつ運動

生徒会新聞を作成中

気持ちいいあいさつ「おはようございます」

完成しました
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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年度後援会総会　書面決議報告

　令和３年５月15日（土）に本年度の後援会総会を計画しておりましたが，新型コロナウイルス感染拡

大に伴い，不要不急の外出を控えることや人と人との接触をできる限り削減すること等の感染拡大防止

対策のため，中止といたしました。

　それに伴い，総会にて決議していただくことになっていた議案につきましては，書面にて決議をいた

だき，以下の結果となりました。

　後援会会員1329名に対し，988名の同意をいただき，「鹿児島城西高等学校後援会会則　第13条　

会議の議決は，出席者の過半数以上の賛成があって成立するものとする。」に則り，令和３年度後援会

総会の議案については承認されたものとして，報告いたします。

　後援会会員の皆様には，急なお願いにもかかわらず，ご協力いただき，誠にありがとうございました。

令和３年度　後援会総会　議案
１　令和２年度　事業報告について

（同意：988名	 不同意：0名	 未回答：341名）

２　令和２年度　決算について

（同意：988名	 不同意：0名	 未回答：341名）

３　令和３年度　事業計画（案）について

（同意：988名	 不同意：0名	 未回答：341名）

４　令和３年度　予算（案）について

（同意：988名	 不同意：0名	 未回答：341名）

５　令和３年度　後援会役員改選について

（同意：988名	 不同意：0名	 未回答：341名）
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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 ～

１学期を振り返って
～夏季休業　どう過ごしますか～

　７月７日ごろ小暑を迎え，本格的に夏の厳しさが始まります。日本の夏は海外よりも湿度が高く，不快

指数も上昇します。クーラーが入れば，授業中はなんとかしのげるものの，気温の差により体調を崩して

しまわないようにしたいものです。早いもので３週間もすれば，1学期のそれぞれの目標設定，活動を経

て夏季休業を迎えることになります。夏季休業中にしかできないことに，ぜひ取り組んでみてください。

夏季休業に向けて
【奨励点】
①　計画的に課題に取り組む
②　友人との交流，趣味や資格取得のための時間を
　　大事にする。
③　家の手伝いなど積極的に行う。

【注意点】
①　開放的な気分になり，生活リズムが大きく乱れないようにする。
②　触法行為である，喫煙・飲酒を絶対にしない。
③　夏祭り・花火大会等における深夜徘徊をしない。
④　高校生同士でのカラオケ・ゲームセンターへの出入りをしない。
⑤　スマホでのトラブル（課金や軽率なアップロードなど）を起こさない。

● ６月の容儀指導を終えて ●
「端正な容儀」＝今すぐに面接を受けても大丈夫な身なりです。
再検査を受けた生徒は次のようなことが守られていないようでした。

　男子生徒　

①　髪を染めていたり，ワックスをつけたりしている。前髪が目にかかる。耳にかかる長さである。

②　派手な色の下着をつけている。　　③　ベルトや指定の靴下を身に着けていない。

　女子生徒　

①　スカートの丈が短すぎる。膝頭が見える程度の長さです。

②　髪を結ばず，たらしている。　　③　化粧をしている。　　　　④　髪を染めている。

夏季休業中も同様に「端正な容儀」を心掛けましょう!!
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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 ～

学園併設校鹿児島キャンパス説明会を実施しました

進 路 指 導 部 か ら

　５月24日（月）に本校の各会場において「学園併設校 鹿児島キャンパス説明会」を実施しました。本
校３年生の希望者を対象とし，鹿児島レディスカレッジ，鹿児島ホテル短期大学校，奄美看護福祉専門
学校の３校から各学校の職員や本校の卒業生を招き，各学校・各学科の説明をしていただきました。参
加した生徒は，説明を聞き，自分の卒業後のイメージがふくらんだようです。
　卒業学年は，進路選択が少しずつ迫ってきています。進路に関して，分からない事や相談したいこと
がありましたら，気兼ねなく担任の先生に相談してください。昨年度に引き続き，新型コロナウイルス
の影響もあり，進路決定が困難な状況ではありますが，生徒の夢の実現に向けて，学校としてもサポー
トしていきます。

トータルエステティック科３年
岡村　京香 さん

（鹿屋東中出身）

　今回，鹿児島レディスカ
レッジのヘアーアート学科の

説明を聞きました。４月に入学した先輩方がヘ
アアレンジをしている姿を見て，わずか２か月
で素晴らしい技術を習得できていることに驚き
ました。また，自分で授業を選択して好きなこ
とを学べるとてもいい学校だと思いました。
　学校のことや質問にも丁寧に先生方が教えて
くださり，すごく良い時間となりました。

社会福祉科３年
時吉　竜成 君

（祁答院中出身）

　私は，奄美看護福祉専門
学校のこども・かいご福祉

学科の説明を聞きました。今，高校で学んで
いる福祉のことをさらに深く学ぶことができ
ることや，保育士資格などのたくさんの資格
を取得できることを知り，とても興味をもち
ました。
　この説明会を参考に，進路選択をしたいと
思いました。

奄
美
看
護
福
祉
専
門
学
校

鹿
児
島
ホ
テ
ル
短
期
大
学
校

鹿児島レディスカレッジ
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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～

中高連絡部・広報企画室から

本校ではより多くの方々に本校の魅力を知って頂くために，県内の中学校の生徒，ＰＴＡの方々を対象
に本校への学校視察をお受けしています。来校者は学校の設備などを見学し，各学科，コースの説明を
それぞれの実習室等で受けます。この説明は全て各学科の生徒が行います。本年度はこれまでに，東市
来中学校・日吉中学校・川辺中学校の方々が来校されました。これからもより多くの方々の本校へのご来
校を心から歓迎致します。今回は，実際に学校視察で説明をしている様子を一部紹介したいと思います。

学校視察 ～多数のご来校ありがとうございます！

在校生あいさつ

普通科進学・公務員コース

ホテル観光科

ビジネス情報科

トータルエステティック科

普通科芸術文化コース

調理科

ファッションデザイン科
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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 ～

学力向上と現場実習を通しての進路決定
～合わせよう！互いの良さを！自己覚和・自己実現～

　新型コロナウイルスの影響で先行きが見通せない中ではありますが，生徒たちは，目標を明確にして

様々な活動に取り組んでいます。特に１年生は，入学直後の不安も大きかったと思いますが，自分の目

標に向かって毎日頑張る姿が見られます。普通科	共生コースは，実社会で自立し活躍する力や，専攻科，

各種専門学校，能力開発校などへ進学する力を身に付けることを目標にしています。授業では，教室で

行う基礎的な学習や特別教室での作業学習，野外学習などがあり，また友達と友情を育む行事も多数あ

ります。また，職場見学・水泳学習・社会体験学習・産業現場等における実習など，共生コースならで

はの行事もたくさんあります。これからも，「なにごとも	助け合って	精いっぱい」努力し，自分の目

標を達成してほしいと思います。

▲社会福祉実習での手話（１年生）

▲職業訓練での版画制作（２年生）

▲体育の授業（体力測定）握力

▲手芸の授業（３年生）

▲ダンスの授業（２年生）

▲体育の授業（体力測定）立ち幅跳び
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国家試験合格に向けて！
　ヘアーデザイン科の特色の一つに卒業と同時に美容師免許取得があります。３年生の２月に実技試

験，３月に筆記試験が行われ両方の試験に合格して美容師免許取得になります。合格発表は３月３１

日と決まっておりそれまでは合格か不合格かはわかりません。

　まず，実技試験は11月に課題の発表があり２月の本試験に臨みます。その課題の一つでもあるオー

ルウエーブセッテイングという実技がありますが，３年生は今その課題の技術習得に向けて日々励ん

でいます。進級するにつれ専門教科の授業が増え，生徒たちは大変な思いをしていますが，これから

も国家試験合格に向け精進していきます。

技術習得に励む生徒たち

オールウエーブの写真と完成図
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コロナに負けずに頑張っています！
本年度が始まり２か月が過ぎました。学校生活もまだまだコロナ禍の影響を受けていますが，新し

い生活様式にも慣れ，エステ科の生徒もマスクの中からキラキラの笑顔が輝いています。４月に新入

生を迎え，新しい風も吹き，エステ科生80名毎日元気でにぎやかに過ごしています。

いよいよ，１年生も週１回のエステ実習が始まりました。毎回とても真剣な眼差しで美容を学びた

い！という素直な姿勢が見られます。２年生は，より一層深い知識や高い技術を身に付けるために切

磋琢磨しながら取り組んでいます。そして３年生は，進路を決定し自分の夢に向かって着実に確実に

歩み出しています。

生徒一人一人，自分の目標や夢に向かって，今できること，今目の前にあることを精一杯取り組み，

どんどん飛躍してくれることを期待しています。

トータルエステティック科1年
中島　梨乙菜 さん

（桜島中出身）

　エステティックの授業を
受けて，ハンドマッサージ

や朝の洗顔法を学びました。家でも実践する
ことができました。
　今後の目標は，エステの授業を真面目に受
けて，将来のために学んだことを生かしなが
ら，資格取得に励んでいこうと思います。

トータルエステティック科1年
東條　由依 さん

（伊敷台中出身）

　初めてエステティックの
授業を受けて，美容のこと

について基本的なことからたくさんのことが
学べて，日常生活のことでも役立つことが多
いと思いました。
　今後の目標は，将来美容関係の仕事に就け
るように，多くの資格を取得したいと思いま
す。そして，一つ一つの授業を大事にしてい
きたいです。

講師の帆足先生の話を真剣に聞いています エステティックの基礎からしっかり学びます
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校内介護実習開始
６月７日（月）から７月16日（金）にかけ，校内介護実習を実施しています。例年は，就職等進路活

動も兼ねての実施となりますが，昨年度に引き続き，新型コロナウイルス感染防止のため校外福祉施

設での実習を自粛し，介護実習室や教室を場面にした内容で取り組んでいます。

１年生は初めての実習，２・３年生は本来利用者との親密な関係構築を目標に実施するところであ

り，指導担当教員はより現場に近い環境づくりに配慮し，３密を避けるなど細心の注意を払い計画し

ています。

どうか，無事に所期の目標を達成し，社会福祉科生として自信と誇りを持てるよう，また，介護福

祉士国家試験受験や進路選択に生かせる実習となることを願います。

社会福祉科２年
久保　航史朗 君

（紫原中出身）

　社会福祉科に入学して２
回目の実習となりました

が，私たち２年生はコロナ禍の影響で校外施
設での実習の経験がなく，残念であると共に
不安があります。
　今回は，1年から３年生まで同時期に校内
実習となりました。２年生として，少しでも
後輩の手本となれるよう頑張ります。

社会福祉科1年
新村　千秋 さん

（東市来中出身）

　初めての実習が始まりま
した。本来なら施設での実

習でしたが，新型コロナウイルスの影響で校
内での実習になりました。
　施設での実習ができないのは残念ですが，
クラスのみんなと実習を通して共に学び，身
につけられるように頑張ります。

社会福祉科３年
張原　萌鈴 さん
（佐世保市立世知原中出身）

　コロナ禍により，昨年度に
続き校内実習になりました。

現場の経験を積むことができないのは残念で
すが，来年1月末の介護福祉士国家試験合格
に向けて，実習内容一つ一つを丁寧に取り組
みたいと思います。
　また，クラス全体でも競争心を持ちつつ，
お互いを認め高め合える雰囲気をつくれるよ
う，取り組んでいきたいです。
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～優勝に向けてスポーツ分析～
　令和３年度も様々なスポーツ活動が制限されています。しかし，進学体育科では２年生でスポーツⅡ，

３年生はスポーツ総合演習の授業で各部活動の優勝・自身の競技力向上を目的に，スポーツ分析を行っ

ています。スポーツ分析は個人でテーマを決めて映像から分かる数字を抽出し具体的に今の自分と世

界トップレベル・ライバルチームと数字で比較をします。数字から分かる課題を実践で改善し，優勝

するように授業をさらに充実させていきます。

進学体育科２年Ｂ組
岡本　昂典 君
（鹿児島育英館中出身）

　２年生に進級し1年生の
頃にはなかったスポーツⅡ

という，様々なスポーツを分析する進学体育
科らしい授業ができるようになりました。こ
の授業ではプロの試合の映像を見ることがで
き，さらに自分の好きな選手の分析もできる
ので，この授業を部活動に生かせるように内
容を充実していきたいです。

進学体育科２年Ｂ組
田口　裕大 君
（下関市立山の田中出身）

　２年生に進級し，スポー
ツⅡという科目が追加され

ました。内容としては，各部活動で勝つため
に映像を使い，数字を出して表にまとめるこ
とです。自分はサッカーでキーパーをしてい
るので目標としている選手を分析して，チー
ムにどう還元できるかどうかこれから考えて
いきたいです。
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普通科　パティシエコース

～飴細工の特別授業～
令和３年5月12日（水）に本校パティシエコース２・３年生を対象とした，nicottoオーナーの上國
料聡先生による飴細工の特別授業が実施されました。飴細工はパティシエの技術のひとつであり，ス
イーツ甲子園の作品に欠かせない技です。また，県内でも職人が少なくその技術を間近で体験するこ
とができ，貴重な時間となりました。パティシエコースの生徒たちも手際良い先生の作品作りに見入っ
ていました。授業風景と生徒代表の声をご紹介します。

普通科２年Ｃ組
万田　柊歩 さん

（桜山中出身）

　初めて飴細工の講師の先
生をお招きして飴細工につい

て講演していただくことができました。今まで
映像でしか見ることができなかったのを今回直
接見ることができて，様々なことを学ぶことが
できました。飴細工はパティシエの技術の一つ
でもあるので，今回学んだことを無駄にしない
ように今後に活かしていこうと思います。

普通科３年Ｂ組
村方　祐介 君

（知覧中出身）

　僕は今回初めて飴細工の
授業を受けました。これま

では，本や動画などを見てやっていましたが，
飴細工をしているところを見てとても圧巻で
した。僕もこんな職人になりたいと思いまし
た。また，今回スイーツ甲子園に出るのが最
後なので今回の授業を活かして頑張りたいと
思います。

先生と一緒にポーズ

上國料先生の作品 実際に飴細工に挑戦
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ホテル観光科３年
菊永　千花 さん

（知覧中出身）

　私は先日,校内実技試験で,
バナナカットをしました。

　制限時間内に，お客様へ見せることを意識し
ながら，正しい手順に沿って，手際よくサービ
スしなければならない難しさを痛感しました。
　次は，キウイやオレンジと，難易度が上がる
ため，さらに練習を重ね，自分の技術が向上で
きるように頑張ります。

　ホテル観光科３年生11名が，お客様のテーブル前でフルーツカットを披露する技術試験にチャレ
ンジしました。
　今回は，バナナを食材のテーマとし，目の前にお客様がいることを想定して，定められた制限時間
と手順に沿ってカットをしました。
　今後は，キウイ，オレンジなどにもチャレンジする予定です。
　以下にカットの様子と，生徒の感想をお伝えします。

　ホテル観光科２年生16名が，８月18日（水）に行われる，レストランサービス技能士国家試験（学科）
に向け日々頑張っています。
　全国にあるホテル専門学校や，現役でホテルに勤務する
社会人が受験する中で唯一の高校生として，ホテル観光科
16名が受験するため，プレッシャーもありますが，合格を
目指し，２次試験の実技試験へと繋いでほしいと思います。
　また，新型コロナウイルスの影響で，夏季校外ホテル実
習が延期になったため，その分を学習に集中させ，指導を
さらに進めたいと思いますので，皆様の応援よろしくお願
いします。

バナナカットの試験を頑張りました
～おもてなしの心と素敵な笑顔でチャレンジ～

令和３年度レストランサービス技能士国家試験（学科）に向け頑張ってます
～おもてなしの心と素敵な笑顔で努力中～

バナナをサーバーで掴み，ナイフで切ります

完成しました
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調理科２年Ａ組
迫　駿太 君

（谷山北中出身）

　２年生になってから，
週２回の実習のうち1回

は，外部の先生が教えてくださることにな
り，いつもとは違う感じで学べることもた
くさんあり，充実感があります。お二人の
経験豊富な先生方から多くの調理技術を
吸収して，さらに調理師になるという意識
を高めて夢実現のために頑張っていきたい
と思います。

調理科２年B組
平田　藤斗 君

（城西中出身）

　先日初めて，中国料
理の実習がありました。

先生が使う中華包丁の動きや食材を切る
様子を見ていると手際が良く，切れ味が
素晴らしくて，道具を大事にされていて，
とても扱いやすいのだろうなと感じまし
た。実際，私が中華包丁を持ってみると，
普段の包丁より重たくて，扱い方がとて
も難しかったです。これから少しずつ慣
れていき，プロの先生方の貴重な授業を
一生懸命受けたいと思います。

　調理科２年生から外部講師による授業が始まりました。西洋料理を受け持ってくださる，出口龍哉先

生は，サンロイヤルホテル等で勤務されたのち，調理師を目指す生徒たちを育成するために，本校の非

常勤講師として勤務されています。また，中国料理を受け持ってくださる，内田陽介先生は，現役の調

理師として，城山ホテル鹿児島の中華部門「翡翠聽」で腕をふるっておられ，生徒たちは，プロの技・

技術・調理師としての仕事の在り方等経験豊富なお二人の先生方から多くのことを学び，より気持ちを

引き締めて調理実習に取り組んでいます。

外部講師による授業のスタート

先生に切り方のコツを教えてもらいながら

人参のグラッセを作っています

真剣な眼差しです

中華包丁で材料を
切っています

初めて中華鍋を振りました
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ビジネス情報科２年
池ノ上　朱琉 君

（伊集院中出身）

　私たちビジネス情報科生
は，６月に行われる簿記検

定からスタートし，四つの検定を受験します。
特に，私たちにとっては最初の簿記検定は時
間をかけて取り組み，授業や休み時間も積極
的に質問するように心がけています。
　努力の成果が出るように，２年生全員合格
を目標に皆で励んでいます。

ビジネス情報科３年
内野　寧々 さん

（東市来中出身）

　ビジネス情報科では，簿
記検定・電卓検定など様々

な検定を受験します。
　私は専門教科以外の危険物取扱試験にも向
けて放課後の補習や自宅学習に取り組んでい
ます。私の進路に活用できる資格になるので
夢を膨らませ日々頑張っています。
　これからもたくさんの資格取得を目指し，
最善を尽くしていきたいです。

　１学期は「全商簿記検定」（２・３学年）をスタートに「全商ビジネス文書実務検定」（２・３学年），「ビ

ジネスコミュニケーション検定」（全学年），「全経電卓計算能力検定」（２・３学年）と実施される予

定となっています。「日商簿記検定」に挑戦する２・３年生もいます。

　授業中以外にも放課後に自主的に補習を行ったり，自宅で模擬問題を解いたりと合格に向けてそれ

ぞれが取り組んでいます。

検定合格に向けて猛練習

簿記の授業パソコンの授業



－23－

ファッションデザイン科1年
堀口　華恵 さん

（清水中出身）

　私たちは，被服製作技術
検定に向けて毎日課題に取

り組んでいます。同じ練習の繰り返しですが，
明らかに上達しているのがわかります。授業
では，苦戦している私たちに先生が繰り返し
ていねいに教えてくださいます。アドバイス
されたことを意識して一生懸命取り組んでい
きたいです。

ファッションデザイン科２年
小園　ひかり さん

（帖佐中出身）

　私は，被服製作技術検定
を受けるために，実習を頑

張っています。今回の検定では和服２級のじ
んべいに挑戦します。初めて習う手縫いの部
分も多く，私は，縫うスピードが遅い方なの
でしっかりと練習をして，制限時間の３時間
以内にきれいに製作できるように頑張りたい
と思います。

　ファッションデザイン科では，１年生から３年生まで，前期の被服製作技術検定に向けて準備を進

めています。１年生は初めての技術検定で４級を受験するためにミシンと手縫いの基礎練習に取り組

んでいます。また，２年生は和服２級のじんべい，３年生は和服１級のゆかたに取り組んでいます。

和服については，手縫いの部分も多く，制限時間内にきれいに仕上げることが必要です。しっかりと

練習に取り組み，事前準備をして，全員合格を目指します。

新しいミシンが導入されました!
　実習室に新しいミシンが10台導入されました。ボ

タンホールやジグザクミシンなど模様縫いもできる

タイプです。これで新型のミシンが26台そろいまし

た。これまでのミシンもまだまだ使えますので，大

切に使用して，制作に励んでほしいと思います。

被服製作技術検定合格を目指して

練習の成果が表れ，上達してきました

新しいミシンで制作に励もう

合格を目指して，ていねいに作業を進めています
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私は，いつも卒業の言葉に

「チャンスは笑顔にやってくる！」

と書きます。ずいぶん前です

が，この言葉に出会いました。

高校生活にチャンスは多く現

れてきます。下を向いていてはチャンスは逃げて

いきます。物事を楽しんで思い切って行動する。

これが大切だと思います。

私の好きなバスケットボール漫画のワンシー

ン。全国大会で名門チームに大差をつけられてい

るにもかかわらず，監督の先生が「私だけかね。

勝てると思っているのは。」と選手にたずねます。

選手の気持ちを後押しするひとことです。選手の

長所に目を向け，チャンスを作って逆転勝利を収

めます。試合中の選手は必死のプレーで笑顔はあ

りません。しかし，私には心にちょっとした余裕

が感じられました。そこにチャンスがやってきた

んだと思います。

チャンスに恵まれてもそれをつかむ力を持って

いなければいけません。自分の長所に意識を向け，

好きなことに集中する。すると，あなたの長所は

磨かれ，チャンスは広がります。そして，チャレ

ンジがその人を大きくします。ときには失敗する

こともあるでしょう。失敗は貴重なことを学ぶい

い機会です。その時その時で自分のベストを尽く

せばそれでいいのです。どんなときでも心にゆと

りを，そして笑顔で物事を楽しむことです。チャ

ンスは笑顔にやってきます。

「チャンスは笑顔にやってくる！」
� ファッションデザイン科　手 塚　洪 史



７・８月行事予定

月日 曜日 行　　　　　　　事

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）　海上保安庁見学（進公３年）
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　1～４H）
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　自衛隊説明会（７Ｈ　希望者）
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（SB5～8番線）

社会福祉科介護実習終了
1９ 月 三者面談（8／６まで）　（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）社会見学学習　（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）
（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）　恩師への便り投函
補習指導（７／ 30まで）　社会福祉科授業（1年７／ 30まで　２･３年8／5まで）
日本赤十字救急法救急員講習（７／ 27 ～ 30まで　社福３年）

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

8／２ 月 生徒への言葉かけ運動（～ 31日）
４ 水 一日体験入学（全学科）
5 木 一日体験入学（全学科）
６ 金 一日体験入学（全学科）　（特別支援）現場実習前半終了
11 水 私立中高フェア
18 水 就職推薦選考会議　（特別支援）現場実習後半開始（３年・専２）～8／ 27
1９ 木 外部講師による面接指導
20 金 外部講師による面接指導
24 火 一日体験入学（全学科）
25 水 一日体験入学（全学科）
26 木 一日体験入学（全学科）　強化部訪問
27 金 寮点検　進学推薦選考会議　一日体験入学（予備日）　一日体験入学（部活動）

（特別支援）現場実習後半終了（３年・専２）　福祉共生専攻科体験入学
28 土 一日体験入学（野球）

※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。
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