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富士山にのぼる第一歩
中高連絡部長

茶 圓

孝 一

三笠山にのぼる第一歩

本校に入学してきた皆さんは，いったいどの

富士山にのぼる第一歩

山に登ろうとしていますか。部活動で地区大会

同じ一歩でも覚悟がちがう

や県大会優勝を目指しているのか，全国大会優

どこまで行くつもりか

勝（日本一）を目指しているのか，特色ある学

どこまで登るつもりか

科で調理師や製菓衛生師，美容師やエステティ

目標がその日その日を支配する。

シャン，レストランサービス技能士や介護福祉

これは，大正時代の社会教育家，後藤静香の

師など国家資格取得を目指しているのか，いず

「第一歩」の詩の一節である。三笠山というのは

れにしろ覚悟を決めて「第一歩」を踏み出して
ほしいものです。

奈良県にある若草山の別名とされている山で標

部活動にしろ学業にしろ一日一日の積み重ね

高342ｍの比較的なだらかな山です。富士山は誰

（一歩一歩の歩み）が確実に頂に近づくのだから，

もが知っている日本の名峰，3776ｍの日本一高

その日一日をどう過ごすかという「覚悟」の差

い山です。
二つの山に登ろうとするとき，同じ最初の一

が最終的に学力や技術の定着度合いを，あるい

歩でも，本気で富士山に登ろうという一歩には

は勝敗を決することになるのです。まさにこの

三笠山に登ろうとする一歩とは桁外れの相当の

詩の結びにあるように「目標がその日その日を

覚悟がいるはずです。

支配する」のです。本気で目標を達成しようと

このことは，部活動や学業においても言える

思うなら，途中で投げ出さず，この覚悟を持ち

ことで，地区大会での優勝を目指すのと，県大

続けてほしい，そして目標を達成してほしいの

会や九州大会，全国大会優勝を目指すのとでは

です。

日頃の練習に取り組む姿勢，覚悟がちがうと言

これから部活動においては，全国高校サッカー

うことです。ましてや3年間という限られた時間

選手権大会，全国高校駅伝競走大会，全日本高

の中で頂を目指すわけだから，頂が高ければ高

等学校選手権大会（春高バレー）と県予選が開

いほど，一日一日を決して無駄にせず，その覚

催されます。皆さんの日頃の取組「覚悟」が全

悟（モチベーション）を強く持ち続け，努力を

国へ繋がることを期待しています。頑張ってく

続けなければ達成することはできないはずです。

ださい。
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令和３年度 鹿児島城西高等学校

保護者と学校の会

令和３年度７月26日
（月）
～ 30日
（金）
まで，本校会場をはじめ種子島，奄美大島，徳之島，沖永良部，屋
久島の６会場で「保護者と学校の会」を実施しました。今年度は新型コロナウイルスの影響で，全体会を校
内放送で行い，その後各ホームルームで実施しました。保護者の方々におかれましては，本校の教育理念や
教育内容に対してのご理解を賜り，ご多用な中各会場に足をお運びいただきましてありがとうございました。
この「保護者と学校の会」は，保護者と学校との連携を図り，生徒一人一人のよりよい学校生活をサポー
トしたいという想いから開催しています。
各ホームルーム懇談会にて，学校生活の様子や出席，成績の状況などの報告を行い，夏季休業の過ごし
方について話をしました。
２学期は多くの行事も計画されています。活動を通して生徒個々の成長を楽しみにしています。

検温と消毒を徹底しました

本校会場ホームルーム

奄美会場

種子島会場

沖永良部会場
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令和３年度 学校に関する評価アンケート結果
７月26日（月）から30日（金）にかけて本校会場及び各会場にて開催した「保護者と学校の会」では，
暑い中，またご多用な中，多くの保護者の方々にご参加いただき，感謝申し上げます。
また，会におきましては，学校改善に向けた学校に関する評価アンケートにご協力いただき，ありが
とうございました。アンケート集計がまとまりましたのでご報告いたします。
評価いただいた結果を職員一同真摯に受け止め，生徒のため，今後の改善・向上に努めてまいります。
今後も学校へのご指導とご協力をよろしくお願いいたします。

◎質問項目・集計結果
4 そう思う
項

目

方 針
連 携
生 活
学習指導
生徒指導
進路指導

学校は後援会総会や保護者と学校
1 の会及びレポートライフ等で，教育
方針を分かりやすく伝えている。
学校では，子どもに主体性や自主
2 性をもたせるために，教育活動を工
夫している。
学校は，家庭や地域社会の期待や
3
願いに応える努力をしている。
学校の生徒指導の方針や指導態勢
4
に共感できる。
学校は，校内における子どもたち
5 の様子を，電話やレポートライフ・
家庭訪問などで知らせている。
学校は，いつでも気兼ねすること
6
なく教育相談に応じてくれる。
学校の環境や雰囲気がよく，子ど
7
もたちは伸び伸びと生活している。
子どもは，学校生活を楽しく送っ
8
ている。
子どもは，学校での様々な行事を
9
楽しみにしている。
学校では，子どもにとって分かり
10
やすい授業が行なわれている。
学習においては，子どもの学力や
11 能力・努力に応じた評価が適切にな
されている。
学校では，子どもの生活や行動に
12 ついて事前・事後の指導がなされて
いる。
学校では，子どもの特性や個性に
13
応じた指導がなされている。
学校は，子どもの将来の進路や職
14 業の選択の方法などについて，適切
な指導を行っている。
自己実現を図るために，適切な進
15
路情報の提供が随時なされている。
計

3 ややそう思う
No.

2 あまりそう思わない

4
計

3
％

計

1 そう思わない

2

1

合計

％

計

％

計

％

25.69

6

0.92

0

0.0

654

1

480 73.39 168

2

368 56.36 263 40.28

22

3.37

0

0.0

653

3

353 54.06 278 42.57

22

3.37

0

0.0

653

4

369 56.25

261 39.79

26

3.96

0

0.0

656

5

432

195

29.86

25

3.83

1

0.2

653

6

402 62.42 229 35.56

13

2.02

0

0.0

644

7

435

66.31 184

28.05

33

5.03

4

0.6

656

8

454

69.31 169

25.80

28

4.27

4

0.6

655

9

401

61.13

216

32.93

35

5.34

4

0.6

656

10

344 52.76 269

41.26

38

5.83

1

0.2

652

11

372

256 39.32

23

3.53

0

0.0

651

12

373 57.03 252 38.53

27

4.13

2

0.3

654

13

371 56.90 240

36.81

39

5.98

2

0.3

652

14

361

55.71 254 39.20

32

4.94

1

0.2

648

15

336

51.69

39

6.00

2

0.3

650

4.17

21

0.2

9,787

66.16

57.14

273 42.00

5,851 59.78 3,507 35.84 408
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令和３年度

第１回一日体験入学

～多数のご参加ありがとうございました！～
８月４日（水）～６日
（金）
に，中学生を対象とした一日体験入学を実施しました。多くの中学生に参加
していただき，各学科で有意義な体験をしました。体験入学を通じて，中学生の皆さんに少しでも鹿児
島城西高等学校に興味を持っていただければ幸いです。
10月にも第２回の一日体験入学を実施いたしますので，次回もたくさんのご参加をお待ちしており
ます。

ヘアーデザイン科

トータルエステティック科

普通科 アプリケーションコース

普通科 パティシエコース

普通科 芸術文化コース

普通科 進学・公務員コース
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社会福祉科

ホテル観光科

調理科

ビジネス情報科

ファッションデザイン科

共生コース
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Ｌｉｖｅ配信特集
７月31日(土)に普通科芸術文化コースが，YouTubeとインスタグラムにて模擬イベントのLIVE配
信を行いました。授業で使用しているレッスン室を使用し，日頃の練習の成果を生配信しました。リア
ルタイムで多くの方が視聴してくださいました。
新型コロナウイルスの中で，少しでも視聴してくださった方に元気と活気を届けられたと思います。

MCを務めます

一生懸命

気持ちを込めて

懐かしの歌

練習の成果

夏を感じる衣装

♪

♬
最後は全員で
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ボクシング部
第75回全九州高等学校ボクシング競技大会
本校初の女子チャンプ誕生（フェザー級・ウェルター級）
去る６月25日
（金）～ 27日（日）佐賀県立総合体育館で第75回全九州高等学校ボクシング競技大会が
開催され，４名の選手が出場しました。女子の部に出場したフェザー級 前畠 未来さん（ヘアーデザイ
ン科２年）とウェルター級中園 花さん（ヘアーデザイン科２年）が本校女子選手として初の栄光を勝
ち取ることができました。

ポイント勝ちした前畠さん（左）

チャンスで打っていく中園さん（右）

前畠

未来 さん（左）…初めての九州大会でとても緊

張しましたが，普段の練習どおり試合することができま
した。次は全国大会になります。筋力トレーニングと基
礎体力の強化を図り日本一を目指していきたいと思いま
す。ボクシング部入部は最初迷いましたが入部を決意し
て本当よかったと思っています。

中園

花 さん（右）…入部してからきつい時期もあり

ましたが，家族の支えもあり感動の瞬間を迎えることが
できました。これからも練習を継続して大きな大会で栄
光を手にできるよう頑張っていきたいと思います。ボク
シング部は女子が少ないのでたくさんの仲間が増えるこ
とを願っています。
是非，
清藤寮横のボクシングセンター
に見学に来てください。
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令和３年度「かごしま国体」ジュニアアスリートに５名認定

鹿児島県は，「燃ゆる感動かごしま国体」で活躍が期待できる有望なジュニア選手を，県代表選手候
補として意識を高め，より一層競技に取り組ませるため「
『かごしま国体』ジュニアアスリート」の認
定を決定しました。そこで，本年度本校から５名の生徒が認定を受ける結果となりました。期間は認定
証授与日から令和４年３月31日
（木）
までです。
本校の日ごろの部活動に対して評価をしていただくとともに，在籍する生徒の自信と誇りに繋がる栄
誉です。これに満足することなく，さらなる高みを目指して，頑張って欲しいものです。
競 技

氏 名

出 身 中

学 年

種目等

陸上競技

立迫 大徳 君

天保山中

１年

共800ｍ

卓 球

福永 陽葵さん

鴨池中

１年

―

空手道

伊藤 世覇 君

谷山北中

１年

組 手

空手道

張原 舞乃さん

佐世保市立世知原中

１年

形

ゴルフ

山下 心暖さん

万世中

１年

―

進学体育科１年Ａ組
山下 心暖 さん（万世中出身）
私は，令和３年度「かごしま国体」ジュニアアスリートに選んでいただきました。
選ばれた自信と誇りを胸に日々精進していきたいと思います。
また，８月に栃木県で全国大会が実施されたので，その経験も今後に生かして
いけるよう，精一杯頑張っていきますので応援をよろしくお願いします。
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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

清 藤 寮
昨年度からの新型コロナウイルス感染症拡大により，各種行事の中止や縮小などもありましたが，１
学期も無事終わり夏休みを迎えました。この夏季休業の期間中も清藤寮生は部活動の練習や各学科の実
習・補習，体育祭の応援団などにも積極的に参加し頑張っております。今回は男子寮の清藤寮での様子
や生徒のコメントをご紹介します。

ホテル観光科３年
下見 天志 君
（土佐清水市立清水中出身）
私はこの夏季休業期間，

調理科３年Ｂ組
竹之内 尚 君
（大口中央中出身）
私は入寮してから３年目と

清藤寮に残り，就職のため

なりました。この夏季休業中

の進路活動を行っています。履歴書作成や

は帰省せずに就職に向けて活動しています。学

面接に対する緊張はありますが，未来の自

校では，先生方のご指導の下，履歴書作成や

分が後悔することがないよう，この期間に

面接練習に取り組んでいます。苦労することも

できることを，精一杯取り組みたいと思い

ありますが，友人たちと励まし合いながら頑張

ます。今までの積み重ねも大切になるので

ることができています。新型コロナウイルス感

今まで寮生活で学んだことも十分に発揮し

染症拡大など大変な時期ですが，自分の目標に

ていきたいです。

向かって諦めずに頑張りたいと思います。

普通科１年Ａ組
清水 敦大 君
（北九州市立緑丘中出身）

進学体育科１年Ａ組
池野 航太 君
（和泊中出身）

鹿児島城西高等学校に入

鹿児島城西高等学校に入

学して４か月，新しい友人

学して４か月が経ちました。

も沢山でき，寮生活にも馴染み，空手道部で

野球部では新チームとなり秋の大会目指して

の活動も少しずつ軌道に乗ってきました。ま

日々練習を頑張っています。学習面では中学

だ，失敗も多く，反省する日々が続いていま

校とは違い，内容が難しいですが，しっかりと

すが，これからも勉学，部活動のどちらも仲

頑張りたいと思います。寮での生活は自分で

間と切磋琢磨し，両立できるよう頑張ってい

何もかもしないといけなくて大変ですが，自分

きたいと思います。

の成長に繋げられるよう仲間と協力しながら
楽しんで生活していきます。
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生徒会トピックス

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会の取組
一日体験入学
８月４日
（水）
～６日
（金）
にかけて一日体験入学が実施されました。生徒会役員も補助生徒として参加し
ました。参加してくださった中学生の皆さんと接する良い機会になりました。各学科・コースの体験に楽
しみながら取り組む中学生の様子を見て，私たち生徒会役員も嬉しくなりました。

中学生の案内や見送り等を行いました

２学期へ向けて
夏季休業も終わり，いよいよ２学期が始まりました。学校行事の多い２学期，生徒会役員も準備・進
行などを協力して精一杯取り組んでいきたいと考えています。
しかし，まだまだ新型コロナウイルス感染症に油断できない状況が続いています。各行事を実施，成
功させるためにもマスクの着用，手指消毒，密を避けるなど引き続き感染症予防対策を徹底していきま
しょう。
全校生徒の思い出に残る行事にし，生徒一人一人にとって有意義な２学期になるよう努めていきます。
生徒の皆さんもご協力よろしくお願いします！
－10－

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス

～ 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

夏季職員研修を実施
例年，夏季休業を利用して，
職務遂行やスキル向上を目指し，
教職員による職員研修を実施しています。
今年度は，鹿児島教育事務所の木元浩一郎所長に講師をお願いし，校務分掌の遂行，募集，ＨＲ経営，
生徒指導など様々な観点から私学職員としての心構え・在り方についての講話をいただき，今年の学園
スローガンである「やり抜く力」への意識を高める機会としました。
講話では，「教師の五者」や「生徒に寄り添う教育の実践」，
「成長思考・やり抜く力を伸ばす生徒へ
の声かけ事例」など，２学期から即実践できるものもあり，職員は熱心にメモをとるなどして講話を聞
いていました。
今回の研修を生かし，
全職員が生徒一人一人により良い指導ができるよう努めていきたいと思います。

校長あいさつ及び講師紹介

木元所長による講話

「五者」
＝
「学者」
「医者」
「役者」
「易者」
「芸者」
「学者」
＝
「学者のように学べ」
「医者」
＝
「医者のように生徒を診よ」
「役者」
＝
「役者のように生徒を魅了せよ」
「易者」
＝
「易者のように生徒の未来を見よ」
「芸者」
＝
「芸者のように生徒に寄り添え」
※「五者の論」
・
「五者論」
・
「五者の精神」とも
熱心に聞く職員

「教師の五者」

－11－

教

務

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～

安心安全な学校生活を送るために
41日間の夏季休業も終わり，２学期がすでにスタートしています。1年のうちで最も行事数が多く，
多岐にわたる活動に取り組む時期です。同時に，気持ちが落ち着かず，事故やトラブルが発生する可能
性も高くなります。身に危険が迫った時，いち早く難を逃れる人，巻き込まれてしまう人がいます。リ
スクが及ぶ前に察知して回避するポイントは何でしょう？
●

突発的に，しかし起こりうる危機の原因になる事柄

□
□
□
□
□

地盤沈下や大地震で震災してしまうリスク
河川氾濫による洪水で水害に被災してしまうリスク
隣家や自宅から火事が出て延焼してしまうリスク
新型コロナウイルス感染症で重篤化してしまうリスク
大事な家族が病気に倒れてしまうリスク

どれも個人の力では防ぎようがないものです。ただ，普段の心掛けやリスクを察知できる訓練をする
ことで，高校生の私たちが避けることのできる危険は実はたくさんあります。例えば……

〇
〇
〇
〇

友達に煙草をもらった後，やめられなくなった。
SNSに自分や友達の写った画像をあげて，犯罪に巻き込まれた。
歩きスマホをしていて，交通事故にあった。
15人の友人と集まり，新型コロナウイルスに感染してしまった。

どうでしょう？

最初の行動さえ気をつければ，避けられたものばかりです。楽しさやノリだけで，

動いてしまわないように，一旦立ち止まって考えてみましょう。

あなたには危機察知能力が備わっていますか
□

□

□

一日に一回以上，ニュースやラジオを見る（聴く）習慣がある。
☛ 小耳に挟んだネタが有効な場合もある。インターネットで拾った情報は偏りがある。
危機察知能力が高い人の条件の一つは情報を広く知っているということ。
計画性がある。先々の予測ができる。
☛ その場の気分を優先していないか。行き当たりばったりの行動はリスクを招く。い
ざというときに慌てずに行動できる。
問題を問題としてとらえることができる。
☛ 周りがどんなに騒いでいても「たいしたことじゃないのに，なんでそんなに騒いで
いるんだろう。」とぼんやり思っている鈍感な人ではないか。新型コロナウイルスで
若者の間に起こっている現象のひとつ。自分のことと捉え，責任ある行動をとること
が必要である。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 生 徒 指 導 部 か ら

～未来を担う生徒たちの夢をサポート～

進 路 指 導 部 か ら

進路決定に向けて～就職試験開始～
９月16日（木）
から就職試験が実施されます。３年生にとって，
いよいよ進路決定の時期を迎えました。
この日を迎えるために，夏季休業中には三者面談をはじめ，職場見学や外部講師面接指導，履歴書指導
と生徒・保護者・担任が三位一体となって取り組んでまいりました。
今年度も，
昨年度と同様新型コロナウイルス感染症による経済状況が厳しい中の就職試験となります。
最初の試験で合格できるよう，企業についての情報収集をはじめ，過去の受験反省記録等を参考にし，
万全を期してほしいと思います。
最近の試験傾向として，面接試験のなかにグループディスカッションを含む場合も出ています。自分
の意見を主張するだけではなく，周りの意見に耳を傾ける姿勢や，コミニュケーション能力を確認する
ためのもののようです。面接の試験形態も多様化しているので，必ず担任の先生や進路相談室の先生に
確認をしてみましょう。また，就職試験を受験する時，改めて日頃から端正な容儀に努めることの大切
さがわかるはずです。１，２年生のみなさんも，１，
２年後の進路決定のことを踏まえて，日ごろから学
校生活を充実したものになるよう積極的に過ごしてみてはどうでしょうか。
夏季休業中，進路決定に向けて取り組んできた３年生の声を紹介します。

面接官が見るポイント
①第一印象→身だしなみ（服装・頭髪・つめ・ひげ）
②態度・動作・話しぶり
→入退室の動作，お辞儀（気をつけ・礼の姿勢・直立の姿勢）
座り方，声の大きさ，言葉遣い，視線
③話の内容→表現力・理解力

進学体育科３年Ｂ組
長野 竜也 君
（佐々町立佐々中出身）

普通科３年Ａ組
東峯 美咲 さん
（知覧中出身）

私は，姉や同じ部活動の

私 は， 幼 い 頃 か ら の 夢

先輩に憧れて自衛隊を受験

だった警察官を受験するこ

することに決めました。自衛隊に合格するた

とに決めました。警察官になれたら，空手部

めに，部活が終了してから，夜毎日勉強に励

で養ってきた責任感や人間性，最後までやり

んでいます。合格したら，国民に愛され，国

遂げる力を活かしていきたいです。

民に信用され，一人でも多くの人を守れる自

インターハイが終わり，受験日まで時間が

衛隊員になります。そのために試験まで一生

ないので，一日一日を大切にして絶対合格で

懸命勉強に取り組みたいと思います。

きるように勉強を頑張っていきたいです。
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進 路 指 導 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～

産業現場における実習頑張ってきました!!
特別支援教育部では，夏季休業中を利用し「産業現場等における実習」を行いました。今年も，共生
コース３年生・福祉共生専攻科の生徒たちが７月26日
（月）～８月６日
（金），または，８月16日
（月）～
27日（金）の約２週間，県内の各事業所で実習をしました。
産業現場等における実習の目的は，
「社会人として自立していくために必要な基礎的知識・技能・態
度を養う」こと，
「一人一人の適性や課題等を明らかにし，進路指導の充実に努める」ことです。
今回の実習で，自分の長所や今後の課題が見えてきました。実習を実習で終わらせるのではなく，い
ただいた評価を参考にして今後の学校生活や家庭生活，日常に生かし，自分の将来に繋げる糧にしてほ
しいと思います。そして，希望する進路決定に向けて，充実した支援を行っていきたいと思います。

野菜の袋詰め，上手にできました!!

真剣に取り組んでいます!!

間違いがないように丁寧に！

浴槽の壁もきれいにしています!!
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

特別支援教育部から

ヘアーデザイン科 一学期を振り返って！
早いもので１学期もあっという間に終了しました。１学期を振り返ると，３年生は積極的に就職活
動を行い夏季休業中も登校している生徒がいます。２年生は，例年ならこの期間校外実習を実施して
いますが，今年も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止を余儀なくされましたが，良い意味
でも悪い意味でも学校生活に慣れ，中堅学年として自覚し学校生活を送ってくれました。１年生は，
４月当初の緊張感もとれ，学校生活に慣れてきています。
１年生は１学期，国家試験課題の一つでパーマを巻く技術であるワインディングという技術の習得
に励んでおり，夏季休業を前にウィッグの全頭を巻けるようになった生徒もいます。
今後も目標達成を目指して，日々精進してほしいと思います。

1年生ワインディング実習に挑戦

ヘアーデザイン科３年
日髙 彩香 さん
（国分南中出身）
私は県内に就職先を希望
しており，説明会やサロン
見学などで自分の希望先を見つけることがで
きました。今は合格に向け，面接指導や履歴
書指導を受けています。今までと違い夏季休
業中も登校することが多いですが，自分のた
め，内定をいただくため頑張ります。
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美の知識を学ぶ！

3年生リモート説明会

夢の実現に向けて
トータルエステティック科の３年生は，７月21日
（水）
～８月４日
（水）
まで三者面談を実施いたしまし
た。三者面談の結果を受けて，生徒たちは夏季休業中も登校し，履歴書作成や面接指導を頑張っていま
した。
希望する進路先は，それぞれ違いますが，夢を叶えたい気持ちは，みんな一緒です。進路実現に向け
てお互いに励まし，助け合いながら進路活動を進めています。全員が希望する進路先に進めるよう，私
たちも指導していきます。

美への探求

夢を実現するための三者面談

トータルエステティック科３年
丸山 月那 さん
（武中出身）

トータルエステティック科３年
宮内 茉梨華 さん
（万世中出身）

私は三者面談をして未来

私は進学するか就職する

が少し見えてきた気がしま

か迷っていました。友達と

す。やってみたい仕事がたくさんあり，今ま

オープンキャンパスを体験して，この学校な

でなかなか決めることが難しかったのです

ら間違いなく私の夢を叶えられると思いまし

が，先生方が私の気持ちに寄り添って応援し

た。三者面談で自分の志望する専門学校を先

てくださり，とても安心しました。将来のこ

生方に相談し指導していただき，母親も納得

とをしっかりと決めて，残りの高校生活を楽

し理解してくれました。今後は，夢実現のた

しみたいと思います。

めに合格できるように日々の生活を意識して
行動していきたいと思います。
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フィールドワークを行いました
，社会福祉科３年生が学校からＪＲ伊集院駅までの道程と，駅構内の環境設備等について，
７月９日
（金）
車いすで実際に移動し実地調査を行いました。
まず，事前にグループごとにiPadを使用し道路や駅構内の状況を調べ，危険箇所や注意を必要としそう
な場所を仮に想定するアセスメントを行い地図に記しました。当日はメジャーを準備し，歩道と車道の段
差や通路の幅，駅の多目的トイレの出入り口幅等，念入りに実測しました。また，駅長から身体に障害の
ある方が電車を利用する際の駅員の動きや配慮についての説明もしていただき，普段何気なく利用してい
る歩道や公共施設のバリアフリー化の恩恵を感じるとともに，改善しなければならない課題への気付きの
機会になりました。後日，持ち帰った調査結果をグループでまとめ，マップ化し発表することができました。
２学期となり，３年生は進路決定，本格的な国家試験受験対策が始まります。今回の経験から疑問やア
イデア等考えたことを，この先何かしら役立てることができれば幸いです。

急勾配の下りは慎重に

歩道の凸凹が気になりました

券売機の高さはどうかな？

階段の幅を計っています

身体障害者用エレベーター

多目的トイレの使用感覚

少しの勾配で操作が困難に

グループ発表その１

グループ発表その２

グループ発表その３

グループ発表その４

グループ発表その５
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頑張れ鹿児島城西!!
夏季休業中も進学体育科の生徒たちは，各部活動で元気に練習を行いました。
２学期が始まり，進学体育科の生徒たちは夏の大会や合宿等を経験し，たくましく成長した姿を見
せてくれています。
まだ新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり，なかなか思うような活動ができない状況であり
ますが，生徒たちも鹿児島城西高等学校の名を全国に轟かせようと前向きに頑張っています！

キャッチ
フレーズ
基本練習を徹底します！

朝練習にも活気があります！

進学体育科３年Ａ組
三角 洸太 君
（中央中出身）

進学体育科２年Ｂ組
栄 翔瑛 君
（鹿児島育英館中出身）

私は駅伝部に所属してお

私たち野球部は夏の県大

り１学期は県高校総体予選

会で３回戦敗退となり，こ

がありましたが，全国総体には１名しか出場

のような強いチームでも負けてしまうのだと

できず課題が多く残る結果となりました。２

感じました。現在は新チームとなり１，２年

学期はチームの底上げ目指し，最終目標であ

生で３年生を越えるチームを目指し，秋季大

る県高校駅伝優勝に向けて全員で高い意識を

会で九州ベスト４以上に入り，来春の甲子園

持って練習していきます。

大会出場を勝ち取ります。

進学体育科２年Ｂ組
尻枝 莉望 さん
（都城市立西中出身）

進学体育科１年Ａ組
善田 龍也 君
（東天城中出身）

私は卓球部に所属してい

私は１学期を振り返ると後

ます。１学期は勉強と部活

悔したことがあります。それ

動の両立を目標に取り組みました。県高校総

は授業に対する取組です。授業に最後まで集

体では団体優勝できましたが，私自身目標が

中して取り組めなかったので２学期は改善した

達成できなかったため，２学期は卓球と勉強

いと思います。所属しているバレーボール部で

を両立させたいと思います。

もレベルアップできるように頑張ります。
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普通科ドリームコース

社会見学学習
普通科ドリームコースは７月19日
（月）
・20日
（火）
の２日間，社会見学学習を実施しました。
１日目は，吹上浜海浜公園へ行き，身近な自然を感じることができました。２日目は，松元平野岡
体育館でバドミントン大会・スポーツ活動を行い，１～３年生で交流を深めることができ，楽しく活
動する様子が見られました。
今後も様々な活動を通して，それぞれの学びや成長に繋げてほしいと考えています。

1日目 吹上浜海浜公園

2日目 松元平野岡体育館

普通科３年Ｅ組
小原 海斗 君
（武岡中出身）

普通科３年Ｅ組
濵川 縁子 さん
（武岡中出身）

１学期の社会見学学習（２

私はこの２日間の社会見

日目）は松元平野岡体育館

学学習で１・２年生と交流

でバドミントン大会をしました。

でき，仲良くなれたのではないかと思います。

３年生だけではなく１・２年生ともコミュニ

今年度は，新型コロナウイルス感染症の影

ケーションがとれ，試合もダブルスを組んで盛

響で普段から下級生との関わりが少なく，体

り上がり，とても楽しい１日になりました。準備

育の授業も学年ごとの実施でした。社会見学

や片付け等も全員で協力して行い，それぞれが

学習では，全学年でコミュニケーションをと

積極的に動くことができよかったと思います。

りながら楽しく活動することができました。

２学期も様々な活動を通して，更に自分を磨
き成長に繋げたいと思います。

２学期以降も学校生活を楽しみたいと思い
ます。
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体験入学の参加ありがとうございました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で感謝～

８月４日（水）
～６日
（金）に一日体験入学を行いました。
本校ホテル観光科の卒業生で，帝国ホテルに勤務していた有馬誠義先生を講師に，オリジナルカク
テルの商品開発，ハンバーグとパンのサーバーサービスと試食，バナナカットなどの体験をしました。
補助で参加したホテル観光科１年生の生徒と交流を深める良い機会となりました。

オリジナルカクテルの商品開発

帝国ホテルメニューの披露

バナナカット

サーバーサービス

レストランサービス技能士国家試験を受験しました
～おもてなしの心と素敵な笑顔でチャレンジ～

８月18日
（水）
に国家資格３級レストランサービス技能士１次学科試
験を，ホテル観光科２年生16名が受験しました。
国内唯一，高校生が受験することに，他の現役のホテルスタッフや，
ホテル専門学校生から驚きの声が上がりました。
９月に学科試験の合格発表があった後，合格者は，２次試験の実技
国家資格の資格証

試験にチャレンジし，資格取得を目指します。

レストランサービス技能士国家試験とは？
レストラン技能の程度を検定し，これを公証する国家検定制度です。技能と地位の向上を図
ることを目的に，職業能力開発促進法に基づき行われています。
技能検定試験は，一般社団法人日本ホテルレストランサービス技能協会が「指定試験機関」
として技能検定の試験業務を行います。料飲サービスのプロとして，料飲サービスに関する資
格としては唯一の国家資格であり，現在全国のホテルがこの受験を推奨しています。
－20－

第２弾!!

チキン南蛮弁当販売

調理科３年生による第２弾のお弁当販売は，チキン南蛮弁当を作りました。
生徒・職員から予約を受け付け，150食分の調理を行いました。
お弁当を提供するにあたっては，調理してから，喫食するまで時間がかかるため，食中毒等のリスク
が高くなります。普段以上に衛生管理に気をつけ，先生の指導を受けながら各班が与えられた料理を時
間内に作り，お弁当箱に詰めるという作業を協力しながら一生懸命取り組みました。

鯖を1人分の切り身の状態に分けています

ひじきの炒り煮の仕込み中

里芋のそぼろあんかけの仕込み中

お弁当箱を並べて盛り付け中

調理科３年Ｂ組
泰江 杏実 さん

（武岡中出身）

私は，今回メインである，チキン南蛮
の担当をしました。先生方や生徒のみん
なに提供するのは初めてで，とても緊張感がありました。

チキン南蛮弁当完成!!

食材の切り方や火の入れ具合いなどひとつひとつの作業を
丁寧かつ迅速にすることを心がけながら，150食ものお弁当
を無事作り終えることができました。
将来，調理師になるために，これからの調理実習を大切に，
真剣に取り組み努力していきたいです。
購入していただきありがとうございました

－21－

進路実現に向けて三者面談実施
夏季休業中にビジネス情報科３年生は，三者面談を実施しました。商業や情報処理の専門的な知識
を活かして就職を希望する生徒や，今より更に知識や技術を磨きたいと進学を希望する生徒などそれ
ぞれが大切な進路選択を真剣に，そして一生懸命自分と向き合いながら進路先を決定しています。
９月16日（木）から就職試験が開始されます。それぞれの夢に向かってみんなで励まし合いながら
挑戦する生徒を職員一同サポートしていきたいと思います。

進路実現に向けた三者面談

ビジネス情報科３年
諏訪 広河 君
（宮之城中出身）
私は，三者面談を通して，
進路活動の重要さと大切さ
に改めて気づきました。

ビジネス情報科３年
藤井 美里 さん
（伊集院北中出身）
私は，三者面談前に，進
路についての考えが決まっ
ていたので，三者面談をスムーズに行えまし

私は県内での就職を決めました。合格でき

た。進学を希望しているので志望動機や自分

るように就職試験に向けて面接や筆記試験対

の魅力を伝えられるよう，面接や作文の対策

策などを行い，志望した会社から内定をいた

に全力を尽くしていき，自分の夢に向かって

だけるように頑張ります。

頑張りたいと思います。
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制作に励んだ夏季休業
ファッションデザイン科では，夏季休業中も実習室を利用して，制作に励む姿が見られました。被
服製作技術検定の事後作業や，ファッションショーの作品制作をしました。日頃の授業では時間が限
られていますが，集中して熱心に取り組みました。
ファッションデザイン科２年
杉原 聡夏 さん
（城西中出身）
私は，夏季休業に実習室
を利用して，検定作品の仕
上げや課題に取り組みました。また，一日体
完成したじんべいのチェックをしています

験入学の補助やファッションショーに向けての
ワンピース制作にも取り組みました。夏季休
業中は課題の他にも，日ごろはなかなかできな
い復習や資格・検定の勉強などにも取り組む
ことができました。有意義な夏季休業となりま
した。

３年生はファッションショーの作品制作中

４級検定頑張りました！
１学期の最後に，１年生が初めて被服製作技術検定４級に挑戦しました。４級検定は，なみ縫いや
まつり縫い，ボタン付け，ミシンの直線縫いなど，基礎的な技術の習得が課題です。一生懸命に練習
して実技試験に臨みました。２学期からは本格的に作品制作に取り組んでいきます。
ファッションデザイン科１年
橋口 心乃歌 さん
（万世中出身）
今回の技術検定は，私たち１年生
に と っ て は 初 め て の 検 定 で し た。
なみ縫いやまつり縫い，ミシンなど練習を重ねて本
番に臨むことができました。本番は，みんなで「頑
張るぞ」と掛け声をかけてから始めました。少し緊
練習の成果を発揮しました

張しましたが，最後まで頑張って，制限時間内に仕
上げることができました。結果が楽しみです。
－23－

「夢と向き合う今の自分」


福祉共生専攻科

鹿児島城西高等学校に着任して
４か月が経ちました。先生方や生
徒の皆さんに助けられながら楽し

く日々を過ごしています。
私自身は，生まれも育ちも鹿児
島ではなかったため，鹿児島城西
高等学校はどのような学生さんが通う学校なのか，ど

んな勉強をしているのかという具体的なことを知りま
せんでした。故郷を離れ，鹿児島の大学に入学し，鹿
児島城西高等学校を卒業した同級生や先輩後輩との
出会いがありました。本校に赴任させていただくにあ

たって，これまでご縁のあったそれらの方々を思い出
し，大変嬉しく思いました。

私は，高校生のとき福祉を学んでいました。
「卒業
後は福祉の道に進むだろう，試験も頑張ろう」と漠然
と考えていました。将来の夢も早々に絞ってなんとな

く毎日を過ごしていたように思います。ただ，
「人の役
に立ちたい」という思いだけは自分のなかで強い軸と
なっていました。
そのなかで進路指導の先生から「自分自身で将来の

牧 原

まなみ

選択を狭める必要はないよ。もちろん目標達成するた
めには応援はしているよ。
」と言われました。そのとき
の言葉が今の私を作っています。人の役に立つことの

視野を広げ，目標を達成した後，夢をもつようになり
ました。

その後，とあるサッカー選手の言葉を耳にしました。
「目標は今の自分で頑張れば達成できるもの，夢は今の
自分では頑張っても不可能なもの。
」という言葉です。
先生もきっと同じことを言いたかったのだろうと思いま
す。大人になった今も大好きな言葉で，
「叶わないかも
しれない夢をもつこと」が私の生きる糧となっています。
どうしても「夢」と聞くと，職種や役割を絞ってし
まいますが，夢は自分の生き方を導いてくれているよ

うな気がします。
「自分ならできる！」という夢ももち
ろん，
「叶わないかも…，自分にできるかな…。
」そん

なふうに考えながら自分の限界を知るのも面白いかも
しれません。この鹿児島城西高等学校でしか学べない
こと，できないことがあります。生徒の皆さんが，小
さな夢や目標を達成しながら，可能性を広げて，自分

らしく生きていけるよう全力で応援しています。
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９・10月行事予定
月日

曜日

行

９／１

水

始業式

２

木

全校書取５０問

3

金

第３回就職模擬試験

１１

土

体育祭（延期）

１３

月

通常授業

１６

木

第４回全校書取

１７

金

保護者教育相談（中止） 敬老の日感謝の集い（中止）

２０

月

第１３回定期演奏会（延期）

２４

金

一日遠足（中止） ３学年理事会

２５

土

私学振興大会（中止） 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）

２９

水

秋季日置地区大会（中止） 特別作業（３Ｈ）

３０

木

中高連絡進学説明会

10 ／５

火

一部中間試験

６

水

中間試験

７

木

中間試験

８

金

中間試験

１２

火

第４回数学小テスト

１３

水

奄美コース研修旅行（～ １５日）

１９

火

第５回全校書取

２０

水

防災訓練（７Ｈ） 寮生指導

２２

金

妙円寺詣り

23

土

第２回一日体験入学

２４

日

第２回一日体験入学

２５

月 「未来を担う私たち」に関するＨＲ（１･ ２年） 語らいの週間（ＳＢ１～４番線）
進路希望調査配付（２年）

２６

火

語らいの週間（ＳＢ５～８番線） 第５回英語小テスト

２７

水

語らいの週間（ＳＢ９～ １２番線） 大学入試に関わる説明会（２年希望者）

２８

木

語らいの週間（ＳＢ１３ ～ １７番線）

２９

金

語らいの週間（ＳＢ１８ ～ ２０番線・ＳＢ利用以外） 寮点検

ＨＲ役員選出

事

ＨＲ活動

通学時指導

出陣式（３年一部

３Ｈのみ）

容儀指導

就職試験開始

第４回英語小テスト

強化部訪問

特別作業（４Ｈ）
専攻科２年校外体験研修（～ ２６日）

※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

