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暑中お見舞い申し上げま
す。保護者と学校の会では，
ご多用中，ご出席を賜り，
厚くお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染
症拡大防止のためにいつも

とは違う約40日間の夏季休業を子供たちはど
のように過ごしていることでしょうか。清藤
の丘では，インターハイ出場の空手道部や卓
球部等の生徒たちが，酷暑にも負けずに活動
しています。
さて，生徒指導部では，今年度「積み重ね」

ということばをキーワードとして呼びかけて
います。今年の学園のスローガンである「や
り抜く力」を達成すべく，そのためには目の
前のやるべき事を積み重ねて目標を達成して
ほしいという願いからです。
人間学を学ぶ月刊誌「致知」の8月号に「積

み重ね　積み重ねても　また積み重ね」と
いう特集が掲載されていました。耐震構造理
論の生みの親と言われる内藤多仲（1886～
1970）の言葉です。「積み重ねることの大事
さは多くの人が語っている。しかし，その言
葉を三回繰り返して生涯の座右の銘としたと
ころにこの人の真骨頂がある。一回だけでは
不十分。三回繰り返すことで，積み重ねると
いう言葉が真の威力を発揮する」
また，京セラの創業者である稲森和夫氏も

「六つの精進」と名づけ日々の戒めとしたそう
である。
一，だれにも負けない努力をする
二，謙虚にして驕らず
三，毎日の反省
四，生きていることに感謝する
五，善行，利他行を積む

六，感性的な悩みをしない
これを積み重ねていけば魂は磨かれ，素晴

らしい人生になる。氏はそういう人生を歩ん
できたと述べています。
最後に坂村真民さんの詩「つみかさね」
一球一球のつみかさね　一打一打のつみかさね
一歩一歩のつみかさね　一座一座のつみかさね
一作一作のつみかさね　一年一年のつみかさね
つみかさねの上に咲く花
つみかさねの果てに熟する実
それは美しく尊く
真の光を放つ
理想を持ち，努力を積み重ね続ける人生

でありたい。

私事ですが，今年３月で定年を迎えました。
本校に奉職し34年間。長いようであっという
間の年月であったように感じます。
卓球道場に並んでいる卒業写真を見なが

ら，よく続いたもんだと。一枚一枚の積み重
ねが34枚になりました。1年1年の積み重ね
には，楽しかったことはもちろん，苦しかっ
たこと，悲しかったこと。つらかったことなど
多くの思い出が詰まっています。先の三名の
方々には遠く及びませんが，自分の人生にお
いて，これだけは積み重ねてきたものといえ
る何かを探し出してほしいと思います。
３年生はこれまでに積み重ねてきた技術を
生かし，進学・就職に向けて挑戦してくださ
い。1・２年生は，将来の仕事に対して自分
の夢を実現するための小さな「積み重ね」を
大切にしてください。
私も還暦を迎え，また第二の人生の始まり。

あの世に行くまで，まだまだ「積み重ね」を
していきたいと思います。

「 積 み 重 ね 」

生徒指導部長　岩 城　浩 二
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　令和３年７月５日（月）にキャリア教育の一環として，海上保安庁串木野海上保安部に進学公務員コー

スの３年生が見学に行ってきました。巡視船「とから」や「るりかぜ」など，実際に船を間近で見せて

もらいました。巡視船「るりかぜ」からはライトメールで「ようこそ，鹿児島城西高校のみなさん」と

書かれており，生徒もみんな感激していました。

　串木野海上保安部次長の西園様から業務の説明等をしていただき，生徒も海上保安庁のことをより理

解することができました。

普通科３年Ａ組
東峯　美咲 さん

（知覧中出身）

　串木野にある海上保安庁
に見学に行かせてもらいま

した。海上保安の船を間近で見ることができ，
出港するのも見られてとても貴重な体験がで
きました。女性の方も活躍しているのを見て
かっこいいなと思いました。また，海上保安に
ついてたくさん知ることができ，良かったです。
進路の一つとして考えていきたいです。

普通科３年Ａ組
染川　陽乃 さん

（蒲生中出身）

　私は，海上保安庁とその
仕事についてあまり知りま

せんでした。見学をさせていただき，船の種
類や機能についての説明や，海の安全，環境，
人命を守る仕事のお話を聞いて，海上保安庁
の方々への感謝の気持ちを持つようになりまし
た。今回のことを忘れず，これからも海上保
安の仕事に関心を持っていこうと思います。

普通科３年Ａ組
竹田　快世 君

（帖佐中出身）

　先日，海上保安庁串木野
海上保安部に見学に行きま

した。巡視船「とから」の出港を見学させて
いただきました。また，基本的な業務説明もし
ていただき，勤務状態等についても知ることが
できました。今回の体験を進路選択に役立て
ていきたいと思います。

普通科３年Ａ組
香取　佑哉 君

（三笠中出身）

　先日，海上保安庁串木野
海上保安部に見学に行きま

した。海上保安庁の組織図や基本的な業務説
明などをしていただき，海上保安という職業を
知ることができました。また，巡視船「とから」
の出発を見るという貴重な体験もさせていた
だきました。

海上保安庁見学
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PM21巡視船「とから」

僕もPM21巡視船「とから」にのってみたいなあ

PM21巡視船「とから」が出港しているところです

PM21「とから」の説明を受けています

PM21巡視船「とから」にはゴムボードが設置されていました

巡視艇「るりかぜ」のライトメールに『ようこそ、
鹿児島城西高校のみなさん」と書いてありました。感激しました

串木野海上保安部の皆様，ありがとうございました串木野海上保安部次長の西園様から業務説明を受けました
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　今年も暑い夏がやってきました。夏には一日体験入学を実施いたします。一日体験入学の内容は「レ

ポートライフ６月号」に掲載しております。今回，ご紹介するのは芸術文化コースが８月21日（土）に

実施するLive配信についてです。昨年度からLive配信を始め，今年度で２年目になります。生徒たち

の日々の頑張りをぜひリアルタイムでご覧ください。

　写真は，去年のLive配信の写真になります。

夏季休業イベント告知

夏を感じるフラダンス

撮影の裏側を少しだけ公開します

歌詞に自分の思いを込めて
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　６月18日（金），１年生，２年生を対象に，各ＨＲ担任による薬物乱用防止授業が実施されました。

　授業では資料を用いて，薬物乱用の危険性や場合によっては死に至ること，未成年者の喫煙や飲酒も

薬物乱用に入り，一度使っただけでも「乱用」になり犯罪になるということを知りました。自分には関

係ないと思わないことや，家族，友人などの周囲の人も不幸になることがあるため，万が一薬物と関わ

る機会があった場合は，きっぱりと断ることの大切さも学ぶことができました。今回の指導で改めて薬

物の恐ろしさを知り，関わらないことの大切さを知る貴重な時間になりました。

　薬物乱用とは　

①医薬品を医療目的意外に使用する。
②医薬目的にない薬物を不正に使用する。
③一度使っただけでも「乱用」になる。
④犯罪です。（法令により禁止・制限）

～薬物乱用防止教育～

全員真剣に授業を受けていました

　乱用薬物の種類　

シンナー	 �� 吸い込むとふらふらしたり，くらくらします。長く吸い続けると脳が侵されます。
麻　　薬	 �� 医療用に精製した物は強力な鎮痛作用がありますが，健康な人が使用すると，内臓

や精神がおかしくなっても止められなくなります。
覚せい剤	 �� 中毒となって，やがて幻覚や妄想があらわれ，自分や他人を傷つける事件がたくさ

ん発生しています。
ＭＤＭＡ	 �� 覚せい剤に似た合成麻薬で有害です。
大　　麻	 �� 幻覚や妄想があらわれ，長期に続けると無気力になってしまいます。
危険ドラッグ	 �「合法ハーブ」，「お香」，「アロマオイル」，「アロマリキッド」，「バスソルト」などと

称して，薬物乱用をあおる目的で販売されています。
タバコ
◦タバコの成分の中で，特に体に悪い影響がある成分はニコチン，タール，一酸化炭素の三つです。
◦体に害を与える200種類の物質のうち40種類以上がガンを起こす原因となっています。
アルコール
◦大事な成長の時の飲酒は，体や脳に悪い影響を及ぼし健全な成長を妨げます。
◦急性アルコール中毒で死に至る場合もあります。また，アルコール依存症や行動抑制が効かな
くなり死亡事故につながるなど，とても危険です。

　薬物乱用による精神・身体への影響　
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男子バレーボール部
～春高を目指して　心をひとつに～

調理科３年Ａ組
高崎　健嗣 君

（鹿屋東中出身）

　私は，就職活動をしなが
ら，バレーボールに一生懸

命励んでいます。就職活動では，就職先を担
任の先生や保護者と相談しながら決め，内定
に向けて過去問を解き，勉強に励んでいます。
部活動では，春高予選に向けてチームメイト
と切磋琢磨しながら，1球1球を大事に日々
の練習を頑張っていきたいと思います。

進学体育科３年Ｂ組
田口　恭平 君

（加治木中出身）

　今回，試合に限りがある
中で天皇杯皇后杯が開催さ

れました。大学生や一般のクラブチームが参
加するレベルの高い大会で，自分たちの力を
最大限発揮しましたが，３位という結果でし
た。春高予選まで残り４か月。これからの夏
でしっかりと力をつけ，春高全国大会に出場
できるように頑張りたいと思います。

　男子バレーボール部は，11月に行われる全日本高等学校選手権（春の高校バレー）県予選大会優勝

を目標に，練習に励んでいます。高校総体では，納得のいく結果ではありませんでしたが，チームは最

後の大会で夢が実現できるように頑張っているところです。これからも，一日一日感謝の気持ちを忘れ

ずに頑張ります。

全国大会出場を目指します
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女子バレーボール部

　私たち女子バレーボール部は，部員30名で春の高校バレー全国大会出場を目標に練習に励んでいま

す。横断幕に書かれている「燃えろ」・「才華乱発」をモットーに，常に攻める姿勢を忘れず，自分たち

が練習してきたことを大会等で発揮できるように努めています。

　昨年度からのコロナ禍の中，各種大会を運営してくださる関係者の方々や，いつも休日に送迎やサポー

トをしてくださる保護者に感謝の気持ちを忘れずにプレーすることが大切だと思っています。

　最終目標である春の高校バレー県予選が11月に実施されますが，そこでの優勝，全国大会出場に向

けて，この夏の期間にトレーニングで県内のどのチームよりも心力，体力を作れるような嘘のない練習
を重ねていきたいと思います。

　11月の春の高校バレー県予選で，鹿児島城西高等学校女子バレー部らしさを最大限に展開し，優勝

できるように頑張りますので，応援よろしくお願いいたします。

～燃えろ・才華乱発～

日置地区大会，優勝しました！ 全員バレー，笑顔で頑張ります！

進学体育科２年Ａ組
倉谷　紗英 さん

（武中出身）

　「才華乱発」私たち女子
バレーボール部が掲げてい

るモットーです。一日一日の練習を大切にし，
雲外蒼天の精神で，一人一人が持っている才
能を開花させ，モットーにふさわしいチーム
になれるよう，11月に行われる春高予選優
勝を目指し，30人全員で勝つ準備を進めて
いきたいと思います。

ヘアーデザイン科３年
中間　葉月 さん

（金峰中出身）

　今年はなかなか結果が出
せず，悔しい思いをしてき

ました。残りは春高だけとなります。春高で
勝つために，個人やチームの課題と向き合い
ながら，日々練習していきます。また，この
コロナ禍で試合が開催できることに感謝し，
３年生にとって最後の大会になるので，力を
出し切り，絶対に優勝してきます。応援，よ
ろしくお願いします。
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現在27名が生活するサンライズ寮。朝食やお弁当作り，そして夕食作りの美味しそうなにおいが漂

うこともしばしば。一年生も身の回りのこともスムーズにこなし，学校生活と寮生活を両立できるよう

になってきました。寮生活を送る中で，遠くから見守ってくださる家族のありがたさを感じていること

でしょう。時折帰省した際には，娘さんの手料理を堪能してみてください。

写真は，１～３年生それぞれが協力してくれました。

サンライズ寮 ～ある日のお弁当・晩御飯～

清藤寮／女子寮／強化部ビクトリー寮／サンライズ寮

お弁当・晩御飯　上手にできました

調理科３年Ａ組
永川　未来 さん　　（細山田中出身）
　寮生活を送る中で，まだまだ自立しきっていないところもたくさんあります
が，洗濯や掃除や料理などの身の回りのこと，そして生活費の計算はある程度
できるようになりました。調理科で３年間学習してきて，栄養バランスや彩り

なども意識して料理を作っています。
　寮生活を送らせてくれた家族や，支えてくれているたくさんの人たちに感謝し，残り少なくなっ
てきた高校生活を，これからに生かせるよう有意義に過ごしていきたいです。

～ある日のお弁当①～
『唐揚げの下味にこだわりました』

～ある日のお弁当③～
『バランス良く，サラダは必ず入れます』

～ある日のお弁当②～
『力作に遅刻しそうでした』

～ある日の夕食～
『友達と二人で作りました』
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

９月11日(土)に開催予定の第69回体育祭に向け，生徒会体育部を中心に準備が進められています。

昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で各学年での実施でしたが，本年度は全学年合同での実施予定

です。体育祭に向けアンケートを実施し，気持ちのこもったスローガンが集まり，熱い体育祭になりそ

うです。体育祭を盛り上げられるよう準備を進めたいと思います。

７月７日(水)にはHR旗の作成や学級対抗リレーの選手選出，全体練習が行われました。

～体育祭に向け準備が進められています～

アンケート集計を行っています 道具類の確認を行っています

調理科２年Ａ組
新村　隼翔 君

（松元中出身）

　体育副部長として初めて
のことも多いので，部長の

サポートをしつつ，仕事を覚え本番に臨みた
いと思います。
　昨年よりも新型コロナの影響が治まり，1
～３年合同での開催予定なので盛り上がると
思います。副部長としての役割を果たすと…
共に，自分自身も体育祭を楽しみたいと思い
ます。

普通科３年Ａ組
馬込　博史 君

（錦江中出身）

　生徒会では体育祭に向け
準備を進めています。道具

類の確認やアンケート集計などを現在行って
います。コロナ禍の中で全校生徒で実施する
のが厳しい状況ではありますが，生徒会とし
ては感染防止対策を徹底し，体育祭を実施す
ることが一つの目標です。また，熱中症対策
も呼びかけていこうと思います。
　３年生にとっては最後の体育祭なので，良
き物にするため生徒会として全力でサポート
していこうと思います。
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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

夏季休業は基礎学力の定着に努めよう！
　教務部では，１学期に３回の全校書き取り（漢字小テスト）を実施しました。学期ごとに成績の優秀な

生徒に対して表彰を行っております。平均100点を「最優秀賞」，平均点99点台を「優秀賞」，平均点98点

台を「努力賞」とし，賞状を学期ごとに授与しています。

　今年度１学期は昨年度を大きく上回り，57名もの生徒が「最優秀賞」を受賞しました。

　７月22日（木）から長い夏季休業に入ります。この夏季休業を利用して，漢字だけではなく，１学期の学

習で不十分であった教科をもう一度復習し，基礎学力の定着に努めてほしいと思います。

個人最優秀賞　表彰者　　平均点100点!! 
ヘアーデザイン科１年 新澤　真保 加世田中出身 普通科３年Ａ組 木之下　遥香 松元中出身

ヘアーデザイン科３年 畠野　莉子 立神中出身 普通科３年Ａ組 下平　桜 鹿屋東中出身

トータルエステティック科１年 水流園　來碧 加世田中出身 普通科３年Ａ組 吉松　愛香 川内南中出身

トータルエステティック科１年 坂口　亜梨沙 武中出身 普通科３年Ｂ組 中村　奏 大口中央中出身

トータルエステティック科１年 藏薗　陽羽 山川中出身 普通科３年Ｅ組 馬渡　星凪 西陵中出身

トータルエステティック科３年 片平　唯心 吉野東中出身 普通科３年Ｅ組 山元　夏樹 清水中出身

トータルエステティック科３年 東　真穂 武岡中出身 社会福祉科１年 川畠　はなび 種子島中出身

進学体育科１年Ａ組 松永　知寛 八代市立第三中出身 ホテル観光科１年 西　美琴 大口中央中出身

進学体育科１年Ｂ組 谷川　煌来 末吉中出身 ホテル観光科１年 宿里　星空 西紫原中出身

進学体育科２年Ａ組 大原　希来里 知覧中出身 ホテル観光科３年 下見　天志 土佐清水市立清水中出身

進学体育科２年Ａ組 倉谷　紗英 武中出身 ホテル観光科３年 末吉　唯 串木野中出身

進学体育科３年Ａ組 稲葉　彪茉 東市来中出身 ホテル観光科３年 森木　麻央 加治木中出身

進学体育科３年Ａ組 林　誠人 松元中出身 ホテル観光科３年 吉田　有良 甲南中出身

進学体育科３年Ａ組 寳耒　道咲 伊集院中出身 調理科１年Ｂ組 日髙　友聖 紫原中出身

進学体育科３年Ａ組 中尾　志穂乃 朝日中出身 調理科１年Ｂ組 松下　心 東市来中出身

進学体育科３年Ａ組 橋口　星空 川内中央中出身 調理科１年Ｂ組 池田　ひかり 松元中出身

進学体育科３年Ｂ組 板敷　政吾 鹿児島育英館中出身 調理科１年Ｂ組 内村　美優 金峰中出身

進学体育科３年Ｂ組 迫田　塁 第一鹿屋中出身 調理科３年Ａ組 水堀　晶太 伊敷中出身

進学体育科３年Ｂ組 中村　一聖 板橋区立板橋第三中出身 調理科３年Ａ組 中島　桃花 吉田南中出身

進学体育科３年Ｂ組 永山　翔太 舞鶴中出身 調理科３年Ｂ組 河野　いろり 皇徳寺中出身

普通科１年Ａ組 下原　未佳 伊敷中出身 ビジネス情報科２年 池ノ上　朱琉 伊集院中出身

普通科１年Ｂ組 安藤　ゆめか 平成中出身 ビジネス情報科２年 堂園　祐人 明和中出身

普通科２年Ｂ組 安楽　美里 知覧中出身 ビジネス情報科２年 杉元　結菜 伊集院中出身

普通科２年Ｆ組 川添　幸多 日当山中出身 ビジネス情報科２年 西　綺音 伊集院北中出身

普通科３年Ａ組 竹田　快世 帖佐中出身 ビジネス情報科２年 福元　優 吉野東中出身

普通科３年Ａ組 清水　優紀子 吉野中出身 ビジネス情報科３年 藤井　美里 伊集院北中出身

普通科３年Ａ組 染川　陽乃 蒲生中出身 ビジネス情報科３年 寳滿　希美香 重富中出身

普通科３年Ａ組 德重　真心 生冠中出身 ファッションデザイン科２年 辛島　紗羽 川内南中出身

普通科３年Ａ組 横山　こころ 桜島中出身
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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 ～

夏季休業の過ごし方
～誘惑に負けないで～

　夏季休業が始まり，10日あまり過ぎました。制約があるものの，昨年に比べ大会や行事が行われ，参加

する機会が増えており，充実した夏季休業を送っているのではないでしょうか。夏季休業は普段できない

体験や感動を得る貴重な期間となります。学校生活では培うことのできない経験を積む，有意義な夏季休

業にしましょう。

　命を守る行動を！　
１　交通事故・川や海などの水難事故に気をつける。
２　夜10時以降の外出・無断外泊はしない。
　　外出の際は，どこで，だれと，何をしに，何時に帰宅するのか保護者に伝える。
※事件・事故・災害時は，担任の先生に連絡する。
　有事には速やかに学校もしくは担任まで申し出てください。

　携帯電話のマナーを守って！　
１　ネット上の投稿は簡単には消えない。
　　それは送ってもいい情報ですか？
２　見知らぬ人との出会いによるトラブル
　　顔が見えないその人を信用して大丈夫？　
３　無料通話アプリから「誹謗・中傷」「いじめ」の被害者・加害者に
　　文字はあなたの気持ちまで表してくれません。
※	携帯電話による犯罪に巻き込まれる高校生も増加しています。事件等に巻き込まれないよう
監督・指導をお願いします。またアフター10運動の実施をお願いします。

　禁止事項　
１　無断免許取得・無断アルバイトは禁止。
　　原動機付自転車の無断免許取得はできません。
　　自動二輪免許は取得厳禁です。取得した場合には免許を取り消してもらいます。
２　	アルバイトは原則禁止です。ただし理由がある場合は，土・日曜日・休日・長期休業中の
日中のみ，申請した場合許可します。その際は，保護者の責任の下でご指導をお願いします。

３　飲酒・喫煙・薬物乱用などの行為は絶対にしない。
　　１学期に学習したことを思い出して誘惑に負けないようにしましょう。

　鹿児島城西高等学校生として　
１　端正な容儀に努める
　　夏季休業中に限った，ピアス・染色・脱色・パーマはもちろん禁止です。
２　自覚と誇りを持った行動を。
　　	電車内・駅構内等を含む公共の場所で，マスクもせず，大声で話したり，荷物で道を塞いだり，

座席を占領したりすることのないようにしましょう。
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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 ～

勝負の夏 始まる　～進路決定に向けて～

進 路 指 導 部 か ら

　３年生にとっては勝負の夏が始まりました。例年３年生は，この夏季休業を三者面談や履歴書指導・

面接練習・試験勉強とそれぞれの進路に向けて取り組む日々を過ごしています。毎日のように進路指導

室には３年生が訪れ，面接指導を受けたり，求人票を閲覧したりしています。今年の日程としては，７

月１日（木）から求人の受付が開始されており，就職試験は９月16日（木）から解禁になります。

　早い生徒は９月16日（木）には試験が実施されます。今年もコロナ禍の状況を踏まえ，企業もオンラ

インによる企業説明の実施やオンライン面接の検討もされているようです。本校で行っている面接指導

も密を避けるために，以前より人数を減らし，間隔をあけて実施しております。

　３年生全員が希望の進路に決定するよう，生徒・保護者・教師が三位一体となって取り組んでいきま

しょう。

　就職試験の傾向　

　９月16日（木）から就職試験がスタートします。適性検査と面接を就職試験の試験内容として行う企

業が多く見受けられます。

　適正検査とは，面接で把握しにくい資質や能力・性格・特性などを科学的・客観的に測定するもので

す。適性検査においては，企業に合わず，離職する高校生に歯止めを掛けることを目的として実施され

ています。また，実施理由として，仕事をする上で，企業内の一定の条件に達しているのか，業務や職

務に適した人材を採用するため，採用した後での適切な配属を行うためだとされています。

　まずは，自分の受ける会社の試験内容をしっかり把握し，計画的に取り組んで合格を目指してほしい

と思います。

面接練習
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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，生徒募集担当の職員が各中学校で開催される高校説明会に参加しています。今年度は６月

末までに120校の説明会に参加しました。説明会では，中学３年生とその保護者に各学科・コースの特色

や部活動の活躍の様子，スクールライフ，活躍している卒業生の様子などを紹介し，本校の魅力をPRし

ています。中学３年生の進路選択や将来の設計に役立てていただくことができたと思います。次に説明

を聞いた中学生の感想を紹介します。

上級学校説明会 ～進路選択に役立てて～

令和３年度 第１回 一日体験入学
～ご参加をお待ちしています～

鹿児島城西高等学校の魅力をPRしました 熱心に説明を聞く中学校の生徒さん

◦	DVDやパンフレットで学校のことがよく分かった。４つの特色でサポートしてくれるから，勉強
や部活動に集中できると思った。あまり，鹿児島城西高等学校のことを知らなかったから，知れ
て良かった。自分でも調べてみたい。
◦	学科やコースが多くて，他の学校にはない学科・コースがあることを知りました。また，鹿児島
城西高等学校でないと取ることができない資格があることも分かりました。いろいろなところに
就職や進学をしていて，部活動も盛んということも分かりました。今後，進路希望先の一つとし
て考えていきたいと思います。

８月４日（水）・５日（木）・６日（金）	��各学科の体験
　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島市・日置市・いちき串木野市の中学校

８月24日（火）・25（水）・26日（木）	��各学科の体験　上記以外の中学校
８月27日（金）	 ����������部活動体験(野球部については28日（土）も実施)

　今年度の一日体験入学は，新型コロナウイルスの感染予防に努めながら実施していきます。

感染拡大の状況によっては，変更する場合があります。

中学生の感想
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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　体　験　学　習
　福祉共生専攻科の教育課程に「自立体験学習」という科目が週３時間あります。

　本科目は，公共交通機関や公共施設などの様々な社会資源を実際に活用させる体験を通して社会生活

力を身に付けさせたり，よりよい対人関係を築くための会話技術を習得させたりすることを目的にして

います。

　６月15日（火）は，姶良市にある鹿児島県防災研修センターに行きました。近年，全国や鹿児島近隣

であった事例を参考に，生徒たちは日頃からの危機管理の重要性を考える良い機会となりました。

　６月22日（火）は，専攻科１年生は鹿児島市の博物別館にてプラネタリウムの見学を行い，専攻科２

年生はサンエールかごしま１F「軽食･喫茶　あすなろマジック」にて喫茶体験を行いました。生徒た

ちは，学校生活とは違う時間をそれぞれの場所で有意義に過ごすことができたようです。

　今後，雨の日の過ごし方の一つとして，療育手帳を活用した余暇を楽しむことにつなげてほしいものです。

プラネタリウムの体験!!

自分の好きなメニューを注文!!

防災研修センターにて

おいしくケーキを食べています
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ヘアーデザイン科～就職活動～
　早いもので，１学期も終わりに近づいてきました。コロナ禍の影響もあり，様々な学校行事やイベ

ントが中止になる中，ヘアーデザイン科３年生は現在就職活動に向けそれぞれが目標を持ち励んでい

ます。

　県内の美容室に希望している生徒は休日や放課後にサロン見学に行ったりとしていますが，県外希

望者はサロン見学に行けない代わりにリモートによるサロン説明会に参加しています。６月，７月に

それぞれ別々の美容室が実施いたしましたので，希望者のみですが説明会に参加いたしました。

　卒業生が頑張っていることもあり，県内を始め県外の美容室の方々からぜひ鹿児島城西高等学校の

生徒たちを採用したいとの声が年々増えています。これまではメディアにも紹介されるほどの東京の

原宿に本店がある美容室に就職した卒業生もいます。18歳で美容師免許が取得できることが魅力ら

しく大事な「金の卵」たちです。自分の目標に向かい頑張ってほしいと思います。

ヘアーデザイン科３年
鳥丸　夢咲 さん

（城西中出身）

　私は，今回２度ほどリ
モート説明会に参加しまし

た。どの美容室も丁寧にわかりやすく説明し
ていただき質問にも優しく答えてくれまし
た。県外にサロン見学に行くことは厳しい状
況ですが，これからもこのような機会があれ
ばどんどん参加し就職活動の参考にしたいと
思います。

リモートによるサロン説明会
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実技テストでプロへの道へ向かって…
あっという間に１学期も終わりに近づいてきました。暑い日が続き，汗や紫外線対策について学ぶ

中，１学期の集大成として実技テストが行われました。１年生はお客様をご案内する上でとても大切

なベッドメイキングやタオルのたたみ方の実技テスト。２年生はお手入れの基本となるクレンジング

の実技テスト。３年生はフェイシャルエステでは欠かせない，マッサージの実技テストを行いました。

トータルエステティック科では生徒同士綺麗になりながら基礎を学んでいます。とても真剣に取り組

む姿はまるでプロのエステティシャン♪美容に関する知識・興味を生かして夏季休業中も気を抜かず

内面美・外面美を追求していってほしいです。

トータルエステティック科２年
山内　美空 さん

（吉野東中出身）

　先日，エステのテストが
ありました。テスト本番で

はすごく緊張しましたが，今まで学んだこと
を思い出しながら，一つ一つ丁寧に落ち着い
て施術をすることを心掛けました。結果は合
格ラインまで行くことができましたが，まだ
まだ気を抜かず，これからもたくさんのこと
を学んで目標に向かって頑張っていきます。

トータルエステティック科２年
片野坂　日向 さん

（帖佐中出身）

　２年生になって初めてエ
ステのテストがありました。

家や昼休みを使って練習し無事合格すること
ができました。自分の夢に一歩近づけた気が
してうれしかったです。今年の目標は今より
もっと上達するために，復習と練習をたくさ
んしていくことと，しっかりと授業を受ける
ことです。３年生になると認定試験もあるの
で今のうちから頑張っていきたいと思います。

２年生はクレンジングの実技テスト。緊張感漂う中，実力を発揮していました♪
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校内介護実習頑張りました
校内介護実習が無事終了しました。３年生は「介護過程」を実際の現場で経験することは叶いませ

んでしたが，リモート学習を活用し所期の目標を達成することができました。１･２年生は施設の役

割や専門職の業務内容など基本的知識を身に付け，次の目標へのステップアップに繋げることができ

たと考えます。

未だコロナ禍のなか，制限のある学習環境ではありますが，一日も早い終息を願うばかりです。

鹿児島県介護実習を普及センターで体験（１・２年）

認知症サポーターの講習を受講（全学年）

鹿児島県レクリエーション協会の方から指導を受けました（全学年）

施設とリモートでの介護過程の実習（３年）
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無事に１学期を終えました！
　入学した頃は，少しの不安と希望まじりのあどけない表情だった１年生も，新しい友人に囲まれ，

いろいろな大会を経てたくましく成長してきました。また，中間テストや期末テスト，毎週の小テス

ト等の学習面にも真剣に取り組んできました。学習面において，頑張りが光った生徒の声を紹介します。

進学体育科1年Ｂ組
福永　陽葵 さん

（鴨池中出身）

　高校に入って初めてのテ
ストでは，中学時より点数

をとれていましたが，もっと勉強しておけば良
かったと思う教科もありました。２学期は時間
を有効に使ってこの反省を次のテストに活か
せるようにしたいです。また，部活動もさらに
忙しくなると思うので，時間を大切にして，勉
強と部活の両立に努めていきたいと思います。

進学体育科1年Ａ組
上村　鈴香 さん

（松元中出身）

　入学して４か月が経ち，
ようやく学校生活や部活の

リズムにも慣れ，毎日充実した生活を送って
います。定期テストでは，目標としていた結
果より下回ってしまい，自分の取組の甘さが
結果に出たと反省しました。
　これからも，学業と部活動の両立を頑張っ
て目標に近づけるように努力します。

進学体育科1年Ｂ組
谷川　煌来 君

（末吉中出身）

　1学期，私は部活と勉強
の両立を頑張りました，部

活が遅いときは，あまり勉強の時間がとれな
いので，日々の授業を大事にしてよく聞くこ
と，自習時間の取組がとても大切だと思いま
した。初めての教科もあり，さらに大変になっ
てくると思いますが，文武両道を目指して両
立できるように頑張りたいと思います。

進学体育科1年Ａ組
松永　知寛 君
（八代市立第三中出身）

　高校に入学して初めての
テストで，学業・部活動・

寮生活の大変さが身にしみました。午後の部
活動を終えて，寮に帰り，洗濯等してテスト
勉強すると，寝るのが1時頃になることもあ
りました。しかし，これからも勉強をおろそ
かにすることなく，２学期も頑張りたいと思
います。

期末テスト受験 １年生の教科書。専門教科はスポーツ概論 めざせ！文武両道
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～外部オーディションを実施しました～
６月18日(金) ５・６Ｈを利用してオーディションを実施しました。このオーディションには毎年，

県内外の芸能関係者に参加いただいていますが，コロナ禍のために今年度はオンラインにて実施され
ました。

普通科２年Ｂ組
中屋　愛菜 さん

（串木野西中出身）

　今回の外部オーディショ
ンを受けて，曲の情景を表

現することの難しさを改めて実感しました。
ギターでの弾き語りは，演奏と歌のどちらに
も集中しなければならず，難しさも二重でし
た。これからももっと練習に励みたいです。

普通科３年Ａ組
柳田　彩妃 さん

（第一鹿屋中出身）

　今回オーディションに挑
戦して，入学してすぐに何

もわからないまま同じオーディションに挑戦し
たことを思い出しました。当時と比べて少しは
大人になったと思いますが，純粋に歌が好きで
楽しいという思いは今も変わりません。将来の
ことと向き合いながらこれからも頑張ります。

普通科３年Ａ組
大石　遥妃 さん
（宇城市立松橋中出身）

　オンラインによるオーディ
ションだったために，カメラ

に向かって歌うのは少し緊張しましたが，友達
がカメラの後ろで笑わせてくれたことで緊張が
解け，練習成果を発揮することができました。
自分らしくオーディションを受けることができ，
とてもよい経験になりました。

普通科1年Ｂ組
安藤　ゆめか さん

（平成中出身）

　入学して初めてオーディ
ションを受けました。挑戦

することで感じたことや頂いたアドバイスを
意識しながら，これからも向上心を持って行
動したいと思います。支えてくださった先生
方・先輩方，そして応援してくれたクラスメ
イトに感謝しています。

全力で披露
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　ホテル観光科３年生11名の夏季校外ホテル実習が中止となったため，校内実習の一環として，オ
レンジのカットにチャレンジしました。
　お客様の目の前でサービスすることを想定し，定められた時間内で（10分以内）カットをします。
　この技術は，レストランサービス技能士国家資格２級の課題にも出題され，制限時間内で終えるこ
とだけではなく，見た目の美しさ，定められた手順，カットする時の姿勢など様々な条件が，採点の
項目となります。
　今回は，この技術を写真で紹介します。よろしければ自宅でチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
　※ナイフを使用しますので，ケガに注意してください。

　レポートライフで初の試みとして，ホテル観光科で学ぶ，ホテルレストラン技術のほんの一部をご
紹介しましたがいかがでしたか？
　ホテルのレストランは，ただ料理を提供するだけではなく，様々な演出技法でお客様のおもてなし
をします。ホテル観光科の生徒たちは，まさに「接客のプロフェッショナル集団」です。

オレンジカットにチャレンジしました
～おもてなしの心と素敵な笑顔でチャレンジ～

１）オレンジの下部をカットする

５）実を１房ずつ外して

３）１周浅めに切り込みを入れた後

２）上部に切り落とした下部をフォークで刺す

６）完成です（頑張った３年生たち）

４）皮を切り落とします
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調理科３年Ａ組
今村　柊花 さん

（伊集院中出身）

　今回初めて総合調理実習
でのお弁当販売が行われ，

150食分ものお弁当を作ることになりました。前
日までに確認作業を完璧にしたつもりでしたが，
いざ作るとなると，いつもの何倍もの材料の量
に，器材の選別や効率のよいやり方がわからず
に苦戦しました。しかし，班の人と最後まで協
力して仕上げることができ，多くの先生や同級
生のみんなに購入してもらえて本当に嬉しかっ
たです。

調理科３年Ａ組
永田　拓海 君

（山川中出身）

　先日の総合調理実習では
150食分のお弁当を作りまし

た。みんなで成功させるようにと前日からグルー
プで段取りや役割分担の話し合いをしたりしま
したが，初めてのことでうまくいかないところも
多かったです。
　しかし，自分たちの料理を人に食べてもらう
という貴重な体験をすることができました。次
の総合調理実習では，焦らず行動することと，
もっと先を考えて行動して調理を進められるよ
うに頑張りたいと思います。

　コロナウイルスの影響を受けて見送っていた調理科３年生によるお弁当販売が，好評を得て今回150

食分のお弁当を作成しました。

　通常の実習とは異なり，代金をいただいて食べてもらうという貴重な機会に，それぞれが，責任と自

覚をもって，事前に包丁を研いだり，器材の準備や食材の計量などを進めてきました。

　購入してくれた，先生方・生徒のみなさんの「美味しかった」のひと言がとてもありがたく感じ，充
実したお弁当販売となりました。

大人気♪調理科，お弁当販売中

10㎏ものハンバーグの成形

心を込めて盛り付け

海老のムニエルを準備中

お会計も自分たちで……

マンゴームース付きのお弁当♪

一生懸命作りました(*^_^*)
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ビジネス情報科２年
谷口　元気 君

（国分中出身）

　日々，目標を持って資格
取得に向けて取り組んでき

ました。教科担任の先生のサポートもあって
日商簿記検定３級に合格することができまし
た。進学・就職に役立つ資格なので，合格通
知をもらった時は嬉しかったです。
　これからも自分の夢に向かって一歩ずつ努
力を積み重ね，資格取得にチャレンジしてい
きたいと思います。

ビジネス情報科３年
假屋　亮 君

（紫原中出身）

　６月27日（日）に簿記検定
がありました。クラスのみ

んなで教え合いながら頑張ってきました。私
がわからないところは仲間に教えてもらい，
私がわかるところは教えてあげるようにし
て，みんなで一つひとつ理解していく過程も
楽しく感じました。検定合格という目標に向
かってみんなで取り組めたことでクラスの団
結力も深まりました。
　みんなで合格できることを願っています。

　６月27日（日）をスタートに，７月の週末は毎週のように各種検定が実施されました。

　４月に入学した１年生も，ビジネス情報科ならではの専門科目の授業がスタートし，検定試験に向

けて一生懸命取り組んでいます。１学期は「ビジネスコミュニケーション検定」（全学年），「全商簿

記検定」（２・３学年）「全商ビジネス文書実務検定」（２・３学年），「全経電卓計算能力検定」（２・

３学年）と実施されました。

　合格に向けて毎日の授業や放課後の補習にひたむきに取り組んでいました。

　また，「日商簿記検定」に挑戦した２・３年生は，授業だけでは合格することが難しいため，休み

時間や放課後，自宅学習で模擬問題を解き，教科担任の先生に何度も提出し頑張っていました。

　合格通知が届き，さらに上級を目指し始めています。これからも日々の努力を重ね，一人一人が目

標達成できるよう頑張ってほしいと思います。

検定合格に向けてよく取り組みました！

簿記検定に向けて電卓検定に向けての取組
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ファッションデザイン科３年
磯長　美里 さん

（桜丘中出身）

　ファッションデザイン科は現在，
12月に行われるファッションショー

に向けて作品制作を頑張っています。私たち３年生は
最後のファッションショーなので，綺麗なドレスに素
敵なスーツ，統一感のある自由作品を完成させ，最高
のステージになるように頑張ります。

ファッションデザイン科３年
泉　羽音 さん

（北指宿中出身）

　先日，外部講師による面接指導が
ありました。面接指導を受けるに当

たって事前に担任の先生と練習したり，対策プリントの
質問に対する受け答えを記入したりするなど，たくさん
練習を重ねてきました。そのおかげで外部講師の先生
に誉めていただきました。これからも自信を持って頑張
りたいと思います。

　ファッションデザイン科では，１2月１8日(土)かごしま県民交流センターで実施するファッション
ショーに向けて作品制作に励んでいます。１年生から３年生まで，それぞれがデザイン，制作した作
品を自身がモデルとなり発表します。特に３年生にとっては集大成のファッションショーとなります。
卒業作品のドレス制作や，みんなでテーマを決めた自由作品に熱心に取り組んでいます。以下に作品
制作の様子とファッションショーへの意気込みを紹介します。

　３年生は外部講師による面接指導が始まりました。ファッションデザイン科の３年生も就職試験や
入学試験の対策として模擬面接に取り組んでいます。普段接することがない外部の方との面接になり，

緊張感のある中で実施できる良い機会です。事前の準備・練習をしっかりと行い，進路実現に向けて
歩んでほしいと思います。

ファッションショーに向けて

外部講師の面接指導スタート
～進路実現に向けて～

練習の成果を発揮しました

作品が少しずつ形になり，仕上がりが楽しみです

生地の裁断は慎重に行います
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　「ありがとう」の言葉をかけ
られるだけで，お互いの心の
距離がぐっと近づいた気分に
なります。時々，人に何かし
てもらったりすると，感謝の

気持ちを込めてこの「ありがとう」で返すように
しています。私はこの感謝の気持ちこそ，共に過
ごす中で決して忘れてはならない言葉だと思って
います。
　鹿児島城西高等学校を卒業後，私は就職のため
地元を離れました。職場では朝早くから夜遅くま
でそして，時には日をまたぐこともあり，働いて
お金を稼ぐことの厳しさを身をもって感じまし
た。就職するまでは私も自分の身の周りの支えて
くれる仲間や家族の存在があたり前だと思ってい
た一人です。しかし，親元を離れ身の周りのこと
を全て自分でやらなければならない生活を送って
みて，改めて家族のありがたさを感じました。
　その後，お店を辞め今年から実習助手として母
校で働くことになりました。当時，私がパティシ

エという仕事を通して学んだことが「感謝」と「笑
顔」です。お客さんに喜んでもらえるために，仕
事面での助けや励ましがあって頑張ろうという気
持ちになりました。職場の先輩から学んだことを，
今は心から感謝しています。そして，そこで得た
失敗は私にとって貴重な経験であり，今の自分の
原動力となっています。皆さんも失敗を恐れず，
その失敗こそがこれからの自分を変えるチャンス
と考え，しっかり前を向く自分を作ってください。
「ありがとう」の数だけ幸せが返ってくること
を信じて……。

「心からのありがとう」
� 普通科パティシエコース　夏 迫　若 菜

お知らせ（事務局から）
８月分の学校納付金について

■授業料等
　授業料，実習費，後援会費及び生徒会費は，１年分の金額を12か月
で分割して納めていただいていますので，８月も学校納付金を納入し
ていただきます。スクールバス維持費については５月から８月まで１
か月遅れで納入していただいていますので７月分を８月に納入してい
ただきます。

■寮費
　８月は，維持費のみ納入していただきます。８月分の食費は，８月
末で精算し，９月分の学校納付金で納入していただきます。

【学校納付金振替日】
８月分
　８月16日（月）

９月分
　９月15日（水）

※�必ず前日までに
ご入金ください。



８・９月行事予定

月日 曜日 行　　　　　　　事
8／２ 月 生徒への言葉かけ運動（～ 28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

レストランサービス技能士国家試験
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　進学推薦選考会議
27 金 寮点検　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）

9／1 水 始業式　ＨＲ役員選出　ＨＲ活動　通学時指導　容儀指導
２ 木 全校書取50問　出陣式（３年一部　３･４Ｈ）
３ 金 体育祭事前検診（午後　希望者のみ）　第３回就職模擬試験（０Ｈ）
６ 月 体育祭学年練習（３年　２年　1年）
７ 火 体育祭学年練習（1年　３年　２年）
8 水 体育祭全体練習
9 木 体育祭予行
10 金 体育祭準備（1～３Ｈ）
11 土 体育祭
13 月 振替休日
16 木 第４回全校書取　就職試験開始
17 金 保護者教育相談16：00 ～　敬老の日感謝の集い
24 金 一日遠足　３学年理事会
25 土 私学振興大会（宝山ホール）　特別支援学校サッカー大会（姶良フットボールセンター）
27 月 「未来を担う私たち」に関するＨＲ（1･２年）　寮点検
28 火 愛校デー・ワックス掛け（ＳＢ9～ 12番線）　第４回英語小テスト
2９ 水 特別作業（６Ｈ）
30 木 中高連絡進学説明会

※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


