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大切なこと
進路指導部長

松 尾

恵

今，
「ひとり時 間 」
「お

色をしている麦畑からでも王子さまを感じ

うち時間」の楽しみ方を

ることができるようになり，それは素晴ら

考えている。コロナ禍で

しいことだ」という部分がとても印象に残っ

の日常を，ストレスなく

ている。それは，この部分が「絆」を表現

過ごすことはとても難し

していると思ったからだ。

いと感じていたが，見方を変えることで，
充実した日々になる。

コロナ禍で，なかなか人と会って話をす
ることが制限されている今。
「麦畑でも王

私の「おうち時間」は，趣味の読書だ。

子さまを感じることができる」という人と

社会人になって，なかなか本を読む機会を

の絆が結べていただろうか。そのことを考

得られていなかった私にとって，意外と良

えたとき，友人の一言を思い出した。
「コロ

い時間になっている。本屋大賞を受賞した

ナ禍で，友達からの誘いを断ってしまう自

ものから，ベストセラーと呼ばれるもの，

分がいる。友達を減らしそうだ。
」私はその

いろんな本に出合っている。また，
「読み直

言葉に「そんなことはない。友達も同じ状

し」もしている。以前読んだ本を，再度読

況なんだからわかっているでしょう。
」と。

むと以前は分からなかった，見えなかった

学校に来て，友だちと一緒に学べる場が

ものが見えてくる。中でもフランス人作家

ある当たり前の日常が，当たり前でない今

サン＝テグジュペリの『星の王子さま』は，

だからこそ，普段の学校生活を大切にし，

そのときそのときに，発見がある。

何気ない日常での思い出を増やし，卒業後

この作品は，私が小学生の時に，図書館

にも続く「絆」を結べるようになれたらと

で出合った。かわいらしい挿絵に惹かれ，
手に取ったのが最初だった。そして，中学・
高校・大学と，時折読み返した作品でもあ
る。そのときそのときで，感情移入する登
場人物が変わったり，大人になったからこ
そ理解できたりしたこともあり，これほど
年齢を問わない本はないと感じている。
わたしは，キツネが言った「もし自分が
王子さまになつけば，王子さまの髪と同じ
－1－

感じる。

「令和3年度 全国高等学校総合体育大会」結果を報告します!!
７月24日
（土）
～８月24日
（火）
まで行われた「令和３年度 全国高等学校総合体育大会」に本校からは，
ボクシング部，空手道部，駅伝部，卓球部が出場いたしました。

〈ボクシング部〉
〈空手道部〉
〈駅伝部〉
〈卓球部〉

ライトウェイター級 2位 大園 丈太郎 君（伊敷台中出身）
男子個人組手 ベスト16 山下 慶人 君（武中出身）
男子800ｍ 準決勝進出 立迫 大徳 君（天保山中出身）
女子学校対抗戦 1回戦敗退

普通科３年Ａ組
空手道部

進学体育科２年Ｂ組
卓球部

豊山 仁心 さん
（赤徳中出身）

折田 早希子 さん
（鴨池中出身）

８月13日
（金）から16日
（月）

私は，８月に全国卓球総

までインターハイに出場しました。３年間「日

体に出場しました。しかし，全国の壁は高く

本一」を目指しチーム一丸となって頑張ってき

打ち勝つことはできませんでした。この悔し

ました。結果は，女子団体に２回戦敗退とい

さを原動力に家族や指導してくださる先生方

う結果でしたが一人一人が練習してきたこと

に結果を残していきたいと思います。今後も，

を出せたと思います。これから３年生は別々の

練習に励んでいきます。

道となりますが，部活動を通して学んだことを
活かして頑張っていきます。

気合いで頑張りました

－2－

軽やかな走りの中で

風をきります

攻防戦

全力で闘いました

満面の笑み

－3－

入学から半年が過ぎました！
４月の入学式から約半年が過ぎました。夢と希望に満ちて入学した鹿児島城西高等学校。また，期待
と不安の中スタートした学校生活。半年が過ぎた今，１年生はどんな学校生活を送っているでしょう。
今回は，４名の１年生に，学校生活や専門教科についての感想，また，残り半年間に向けての目標や
抱負などについて思いを綴ってもらいました。

普通科１年Ｂ組
入來 未渚 さん
（坂元中出身）

社会福祉科１年
八汐 康太 君
（中種子中出身）

入学から，約半年が過ぎ

入学した時は，親元から

ました。高校生活にも慣れ，

離れて不安しかなく，寮生

たくさんの友だちができ，楽しく充実した毎

活にも初めは慣れませんでしたが，半年過ぎ

日を送っています。ダンスの授業ではレベル

た今は，学校生活にも寮生活にも大分慣れて

が高く，家でも練習に励んでいます。

きました。残り半年間は，欠席が無いようしっ

今の目標は，誰が見ても「かっこいい」
「す

かりと体調管理に気をつけて，勉強にも頑

ごい」と思われるようなダンスを踊ることが

張って取り組んでいきたいと思います。

できるようになることです。これからも一生
懸命練習していこうと思います。

ヘアーデザイン科１年
𠮷川 心結 さん
（帖佐中出身）
入学から約半年が過ぎ，
高校生活にも徐々に慣れて

ビジネス情報科１年
有田 望来 さん
（川辺中出身）
鹿児島城西高等学校に入
学して約半年が過ぎました。

きました。専門教科のワインディングの授業

１学期は，高校で初めてのテストや検定があ

は，思っていたより体力を使いますが，練習

りました。上手くいくか不安でしたが，自分

するたび少しずつ上手くなっている気がしま

なりに一生懸命頑張ることができました。２

す。１年生の最終目標である“全頭を30分で

学期の目標は，ビジネス情報科のHR全員で

終わらせる”という目標が達成できるよう，こ

受験する検定に向けての勉強をし，合格する

れからも努力し続けたいと思います。

ことです。周りの友達と協力して，全員合格
を目指したいです。
－4－

令和３年度 第１回一日体験入学
～ご参加ありがとうございました！～

８月４日
（水）
～６日
（金）中学３年生を対象とした一日体験入学を実施しました。今年度は新型コロナ
ウイルスの感染拡大の影響を受けて，鹿児島市，日置市，いちき串木野市の中学校の生徒さんのみの参
加となり，その他の地域〈８／ 24
（火）～ 28
（土）
実施分〉の生徒さんについては参加していただくこと
ができなくなり残念に思います。10月23日
（土）
・24日(日)には，第２回一日体験入学が実施されます。
多数の中学生のご参加をお待ちしております。次に各学科・コースでの体験学習の様子を紹介します。

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

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

☆ようこそ！鹿児島城西高等学校へ

－5－

なぎなた部
部員募集中！

「なぎなたの修練により心身ともに調和のとれた人材を育成する」


（なぎなた連盟

なぎなたの理念）

なぎなた部が発足し，今年度で４年目を迎えました。非常勤講師の新坂知可子先生のご指導のもと，
なぎなた連盟のなぎなたの理念をモットーに各種大会にも出場しています。活動日は毎週火曜日，木曜
日，金曜日で，活動場所は体育館１階の道場です。部員募集中で，経験者は勿論のこと初心者も大歓迎
です！

開会式

激しいせめぎ合い

試合の順番を待ちます

一本！

相手の隙をうかがいます

閉会式

－6－

弓

道

部

～真善美を目指して～
弓道部は，１年生８名，２年生４名で活動しています。コロナ禍にあって時間も場所も限られている
中，放課後は校内，休日は徳重神社や県内各弓道場にて練習に励んでいます。弓道には，健康の増進と
ともに徳目(躾や慎み，和敬，克己，反省等)を身に付けるといった目的があります。弓道を始めることで，
忍耐力・集中力の向上，姿勢が良く(正しく)なるといったメリットもあります。
現在，弓道部は学年を問わず部員を募集しています。興味がある方は見学・体験等大歓迎です。高校
３年間はまさに「光陰矢の如し」です。
「かけがえのない（下記参照）
」高校生活をゆかいな仲間たちと
共に過ごしてみませんか？

豆知識

大会本番中

的前練習

私たちが普段何気なく使っている言葉の中に，実は弓道からきたものがあります。
〇かけがえのない……右手にはめる
「かけ」
という道具が替えの利かない大切な物であるという意味です。
〇勝手……右手を勝手と呼びますが，
勝ち負けを左右する手，
獲物を「刈る手」という意味があります。
〇手の内（を明かす）……弓を持つ左手が作る形を「手の内」と言います。
〇（～な）はず……矢の「はず」という部分が弦と噛みあうことが当然なため，生まれた言葉です。
〇目的……目で的を狙うことから生まれた言葉です。
他にも，一矢報いる，白羽の矢が立つ，手ぐすねを引く，矢継ぎ早など弓道から生まれた言葉は沢山
あります。これらの言葉を調べて使うことで弓道の文化を知ることもできます。

普通科２年Ｄ組
今給黎 結斗 君
（松元中出身）

普通科２年Ｅ組
鎌田 晃成 君
（帖佐中出身）

私たち弓道部は，学校でゴ

今年の秋季日置地区大会

ム弓と体力作り，徳重神社の

は，新型コロナウイルスの

弓道場で的前練習など基本的な練習をしていま

影響で中止となってしまいました。

す。学校に弓道場がないため徳重神社や他の弓道

残りの高校生活でも，最後まで諦めずに一

場で活動していますが，一般の人と一緒に練習す

射一射を大切にして弓を引いていきたいです。

ることも多いので勉強になります。

応援よろしくお願いいたします。

今年は新型コロナウイルスの影響で練習できな
いこともありますが，頑張ってできることをしてい
きたいです。
－7－

清藤寮／女子寮／強化部ビクトリー寮／サンライズ寮

女 子 寮
～寮生活で，体と共に心も成長しています～
女子寮には，自宅を離れ，夢と希望を持って，鹿児島城西高等学校を選
んでくれた生徒たち52名が生活しています。身体的にも精神的にも強くな
り，たくましく成長しています。女子寮生みんな元気です！
※写真撮影時のみマスクを外しています

女子寮外観

１年生

普通科１年Ａ組
琉 光希 さん

（面縄中出身）

２年生

入寮した時は不安でいっぱ
いでしたが，今では寮生活に
慣れ，不安もなくなり充実し
た寮生活を送れています。先輩方もとても優し
いです。部活動との両立も大変ですが，同じ目
標をもつ仲間と一緒に，自立した生活を送るた
め，頑張りたいと思います。
３年生

普通科２年Ａ組
布袋 綾花 さん

（鹿屋東中出身）
１年半，親元を離れて寮
生活を過ごしてみて，自分
が自宅通学生だったら，絶
対にしていないであろう経験ができて，親の
偉大さを改めて感じることができました。３
年間を寮で過ごせることに感謝して，もっと
成長し，自立する自分を目指して頑張ります。

－8－

トータルエステティック科３年
増田 怜華 さん

（高山中出身）
３年間の寮生活も残りわ
ずかとなりました。寮生活
では，友達や後輩と一緒に
過ごすことで絆も深まり，充実した生活を送
ることができました。ここで学んだ多くのこ
とは，将来に役立つと思います。卒業後も寮
での経験を無駄にせず，今後の生活にも生か
していきたいと思います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス

～文化祭に向けて～
11月2日(火)に開催予定の文化祭に向け，準備が進められています。今年度は新型コロナウイルス
感染症蔓延防止のため，例年とは違った形式での開催になります。変更点については以下のようになり
ます。なお，当日は保護者等の入場はできませんのでご了承くださいますようお願いいたします。

《文化祭の変更点について》
1．期日
11月3日(水) → 11月2日(火)午前

準備日：11月2日(火) → 11月1日(月)午後

2．会場
2つの会場に分けて実施します。
3年生：日置市伊集院文化会館
1・2年生：本校体育館
3．バザー・展示について
本年度は中止し，舞台発表のみとなります。
4．舞台発表について
学科・部活動については期限内の申込で参加することができます。
個人発表については，一人一つの演目のみ参加可能です。希望者が多い場合はオーディションを
実施し，発表者を決定します。
9月から生徒会文化部を中心に文化祭に向け準備を進めています。テーマの募集や個人発表の募集等
を行い多くの応募がありました。文化祭テーマは，全校生徒から募集を行いました。良いテーマがたく
さんある中，文化祭を飾るにふさわしい素晴らしいものを選定したいと思います。
新型コロナウイルスの影響で規模を縮小するなど例年通りの開催とはいきませんが，文化祭の成功に
向け生徒会も準備を進めています。会場が二つに分かれるため，各学年の文化部を中心に役員等の協力
をお願いします。それぞれの思い出に残るよう，全校生徒で盛り上げていきましょう。

《オーディションが実施された場合の注意点》
個人発表のオーディションについて生徒会からお願いがあります。
◦時間に遅れないよう参加してください。
◦音源のCD等は期限内に必ず提出してください。
◦待ち時間に私語を減らす，密を避ける等感染防止に努めましょう。
オーディション参加者は以上のことなどに注意して参加してください。文化祭舞台発表にふさわ
しい内容を考え，今までの練習の成果を存分に発揮してほしいと思います。

－9－

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 ～

人を通して本を知る，本を通して人を知る
秋といえば，スポーツの秋，食欲の秋，芸術の秋…少し暑さも残りますが，楽しみの多い季節です。
そのなかでも忘れてほしくないのは「読書の秋」
。本に書いている世界や物語を想像したり，知識を自
分自身の経験に重ね「なるほど！」と思ったり，これからの経験に活かすなど，本と心は密接に結びつ
いています。室内で過ごすことが多くなった今だからこそ，ほっと一息ついてみましょう。

図書室のおすすめの本
『あんなに あんなに』
ヨシタケシンスケ 著

『小説８０５０』
林 真理子 著

“いつか大人になるきみへ
むかし子どもだったあなたへ”
月日の流れが少し切なく，自分
と重ねて読むとウルッとしま
す。親目線・子ども目線の双方
から読むことができます。忘れ
てしまいがちな大切なことを思
い出させてくれる一冊です。

現代の社会問題ともされ
ている「８０５０問題」。
この物語を実際に読んで
みると，引きこもりが主題
と思いきや，複数の論点が
絡み合っていることがわか
ります。いじめ問題，人の
尊厳，そして最大のテーマ
は「家族のあり方」だと感
じ ま し た。 家 族 と は 何 か，
考えさせられる本です。

『1日1話，読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』
藤尾 秀昭 著
あらゆる分野の一流人たちのメッセージ集です。365日分の著名人のメッセージが
書かれています。１日１話２～３分くらいで読み終わるので時間に余裕がないときで
も読むことができます。おすすめです！

先生方のおすすめの本
西㟢

環先生のおすすめ

池田

大史先生のおすすめ

『鹿児島ふるさとの神社伝説』
高向 嘉和 著

『なぜ元気な会社には補
欠がいないのか』
年中夢休 著

皆さんは，自分の近所に佇
む神社には伝説があることを
知っていますか？
私や皆さんが生まれるずっと
前に建てられた神社には昔の
人の考え方や知恵が詰まって
います。是非皆さんに興味あ
る一冊にしてもらえたらと思
います。

著者が20年以上にわたり
指 導 し た 少 年 野 球 を 例 に，
目標を達成するためのノウ
ハウや人とのコミュニケー
ション，キャッチボール論
を展開します。社会に出て
からの必要なスキルや現代
に必要な「考動力」につい
て考えさせられました。
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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

制服を着る意義
鹿児島県では，ほとんどの小中学校で制服が決まっています。それに対して廃止したほうが良いと生
徒が異論を唱える時代もありましたが，今はあまり聞きません。むしろ制服のデザインを気に入って，
その学校に入学する生徒もいます。実際，鹿児島城西高等学校の女子の制服も今年から選べるタイプに
なっています。あるいは高校では制服を着るのは当たり前と，考えたこともない人もいるようです。制
服をなぜ着るのか。また，なぜルールはあるのか考えてみたいと思います。

制服を着るメリット
１

集団の一員という意識や，仲間意識を持つことができる。
みんなで同じ格好をすることにより一体感、仲間意識が生まれます。

２

経済的にお得です。
私服だと毎日着替えなければなりません。おしゃれに気を使う人は一
シーズンだけでも洋服代にお金を使ってしまうかも。制服は一旦購入し
てしまえば，洋服代は一切かかりません。

３

良くも悪くも目印になります。
年齢・学校がわかることで，犯罪抑止や事件に巻き込まれることを防
ぐことができます。

４

社会に出る前にルールを守ることを学ぶ機会になります。

なぜルールはあるのか。
①集団の秩序を守る

②危険を回避する

③平等を守る

④生徒の心の揺れを見つける
そして，わたしたち高校生は就職や進学の際，面接試験
を受けることになります。そこで，鹿児島城西高等学校で
は，今のその格好で面接に行けますか。という基準で容儀
指導を行っています。校則は一社会人となるために，ルー
ルを守ることそのものを重要視しているのです。

通学時指導について
★現状★

容儀

男女……靴下の長さや色の違反。髪の染髪。
男子……髪型（ツーブロック）
女子……ス カートが短い。化粧。ブレザーのボタンを留めない。
長い髪を結ばない。

※ ７月から女子の髪のお団子は可。下着は白，黒，グレーは可。

態度

歩きスマホ。道を広がって歩く。自転車の並列走行など。

ツーブロックは禁止

特に登下校時は，様々な人が鹿児島城西高等学校の制服を身にまとった皆さんの一挙手一投足に
視線を向けています。端正な容儀，交通ルールを守って登下校してください。
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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～

！！出 陣 式 ！！
～就職・進学試験に向けて～

9月2日（木）に3年生の就職試験，進学試験に向けての出陣式が行われました。昨年同様，新型コ
ロナウイルスの影響もあり，各ＨＲの委員長だけが参加しての実施となりました。8月に就職，進学推
薦選考会議も行われ，いよいよ本格的に始動します。全員が無事に合格できるように，応援団からのエー
ルや，生徒会長決意の言葉もあり，より一層，3年生の気合が入ったと思います。

校長先生の激励のお言葉

決意を固める3年生！！

生徒会長染川さんによる決意の言葉

応援団からのエール！！

進学体育科３年Ｂ組
長野 竜也 君
（長崎県佐々中出身）
今回の出陣式では，私がＨ

社会福祉科３年
坂口 向日葵 さん
（武中出身）
私たちは，早い人で９月

Ｒの代表として参加しました。

から本格的な進路活動が始

試験の日程が迫るなかで，私がやるべきことに

まります。コロナ禍により，職場見学やオープ

優先順位をつけ，試験に備えていきます。今回，

ンキャンパスがスムーズに行われない中でも自

後輩からの激励を受け「気合」を再注入するこ

分たちで見極めをし，コロナ予防も万全に，そ

とができました。進路実現できるように３年生，

れぞれが無事に進路決定できるように準備を

専攻科２年生一同頑張っていきます。

しっかりとして取り組んでいこうと思います。
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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

～第２回体験入学のご案内～
８月４日
（水）
～６日
（金）
にかけて鹿児島市，日置市，いちき串木野市の中学生を対象に第１回一日体験
入学が行われ，無事終了しました。残念ながら８月24日
（火）
～ 27日
（金）
の上記以外の地区を対象にした
一日体験入学については，新型コロナウイルスの急激な感染拡大にともない中止となってしまいました。
申し込みをしていただいた多くの中学生の皆さん，ありがとうございました。
さて，第２回一日体験入学が10月23日
（土）
～ 24日
（日）
に行われます。実施内容は下記のとおりとなっ
ています。第１回目に参加してくださった人も，参加できなかった人も数多くの参加をお待ちしています。
実 施 学 科

定員

持 参 品

「美の知識を学ぶ」 ～髪の毛から爪の先まできれいに！～
○ワインディング体験(髪の毛に巻いてみる)
○ネイル体験（ネイルアートに挑戦）

30名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き，飲み物

「ようこそ！ＪＯＳＥＩエステへ」
○自分でできるフットケア体験
○ハロウィンアートでオリジナルネイルチップ製作
○ハロウィンメイク体験

30名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き，飲み物

20名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き，飲み物

30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)，飲み物
※材料費300円(当日徴収)

20名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，飲み物
23日 体操服，体育館シュー
ズ(ダ ン ス が し や す い も の)
タオル

「Let's Enjoy Special Lesson」
○高校入試英語体験
○公務員試験にチャレンジ

20名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き，飲み物

「ネームプレート作り＆パソコン操作を楽しもう！」
○ネームプレート（木工作品）を作る
○パソコン操作を体験する

20名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き，飲み物

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

20名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き，飲み物

社会福祉科

「介護福祉士国家試験にチャレンジ」
○介護福祉士国家試験問題に挑戦！
○専門的な用語や内容を分かりやすく解説

20名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き，飲み物

ホテル観光科

「"新しい接客スタイル"体験」～最新のホテルサービスを体験しよう～
○オリジナルノンアルコールカクテルの商品開発とネーミング体験
○レストランサービス技能士国家資格実技試験のデモンストレーショ
ン披露

20名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き，飲み物

調 理 科

「オリジナルピザを作ろう」～生地はカリッとチーズがトローリ～
○ピザ生地を伸ばして１２種類のトッピングから好きなものをのせて
自分だけのピザを作る
○デザート付き！

40名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き，飲み物
エプロン(必要な方)

「ビジネス実務を体験しよう」～電卓操作や帳簿作成に挑戦～
○電卓操作の解説があります
○パソコンを使って家計簿やこづかい帳などの帳簿作成に挑戦

20名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き，飲み物

ファッションデザイン科

「UVレジンでアクセサリーチャームを作ろう」
～初めてでも素敵に仕上がる！～
○カラーレジンやパーツでデザインしよう

20名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き，飲み物

ファッションデザイン科

「秋色ビーズとパールのブレスレット制作」
～初めてでも大丈夫！ 今人気のビーズアクセサリーを作ろう～
○秋色のビーズをアクセントにして，大きさの違うパールを組み合わ
せて作ります
○アクセサリー制作に必要な金具のテクニックを学ぶ

25名

生徒手帳または身分証明書
筆記用具，上履き

ヘアーデザイン科

トータルエステティック科

講 習 内 容

「プログラムの仕組みを学ぼう！」
～スクラッチを使ったゲームプログラミングに挑戦～
○スクラッチを使ってゲームプログラムを作成
アプリケーションコース
○ゲームの動作を実際にプログラミングし，プログラムの仕組みを学
ぼう
〇eスポーツ体験
パティシエコース
普
通
芸術文化コース
科
進学・公務員コース

共生コース

ビジネス情報科

「オリジナルスイーツを作ろう」
○秋の訪れを感じるモンブランクレープ
持ち帰り用の特製焼き菓子を準備しています。
プロから学ぶ本格エンターテイメント
○23日ヒップホップダンスとオリンピック種目のブレイクダンス体験
○24日ボイストレーニング体験
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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～

第１回一日体験入学を実施しました！
～うちわ作り＆レクリエーション～

８月４日（水）～６日
（金）
の日程で，第１回一日体験入学が実施されました。
普通科共生コースでは，
「世
界に一つだけのうちわを作ろう」と「レクリエーションで仲間作りをしよう」の二つをテーマに，中学
生の皆さんに楽しんでいただける企画を用意して実施しました。
最初は緊張した様子の中学生でしたが，
少しずつ会話が増え，帰るころには仲良く話をする場面も見られました。
本校生徒も補助生徒として参加し，中学生に積極的に声をかけていました。体験入学終了後，補助を
した感想を聞くと，
「昨年度は私たちも緊張したのを覚えていたので，私たちから声をかければ緊張が
ほぐれるのではと思って，積極的に声をかけました。
」と話していました。中学生の姿を以前の自分と
重ね合わせ，それを糧に自ら積極的に動いていく姿勢に，私たちも成長を感じることができました。
限られた時間ではありましたが，オリジナルのうちわ作りに励み，個性あふれるたくさんの作品が完
成しました。また，レクリエーションで体を動かしてお互いに関わり合うことで，本校・本コースの雰
囲気を感じていただけたのではないかと思います。
中学生の皆さんや保護者の皆様には，新型コロナウイルス感染拡大防止策としての分散による体験入
学の実施にもかかわらず大勢の参加をいただき感謝いたします。
なお，８月後半に予定されていた体験入学は，その後の新型コロナウイルス感染者増加に伴い中止と
なりましたが，10月に第２回一日体験入学を計画しておりますので，ご参加をお待ちしています。そ
して来年の春，また会えることを楽しみにしています。

職員と補助生徒が一人一人丁寧にアドバイス！

レクリエーション
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特別支援教育部から

ヘアカットが始まりました！
長かった夏季休業を終え，２学期が始まりました。
入学してから実技試験の課題習得に向けて頑張っ
ていますが，いよいよヘアカットの実習がスタートしました。11月には国家試験の実技課題が発表
されます。実技課題は第1課第と第2課題の2段階に分かれています。ヘアカットは第1課題になり，
美容師の基礎となる技術が試されます。自分の好きなように切るというわけにはいかずレイヤースタ
イルという，上が短く下へいくほど長くなるスタイルを作り上げていきます。長さは細かいところま
で指定があり，課題時間も20分と決められています。
今は，スタートしたばかりでハサミの持ち方，切り方などもぎこちなさがありますが，あとしばら
くしたら正確に早くカットできるようにお互い切磋琢磨しながら成長できると思います。

ヘアーデザイン科３年
前迫 ひかる さん
（長田中出身）
２学期になりいよいよヘ
アカットの実習が始まりまし
た。今まで美容室に行き美容師さんが簡単に
髪を切っているように見えましたが，いざ自分
が切るようになるとハサミの持ち方，動かし方
が難しくまだまだ思うようにはいきませんが，
国家試験合格のためには避けて通れないので，
これから頑張っていきます。
－15－

美容師を目指す！

ヘアカット

一日体験入学

「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～
８月４日（水）
から８月６日
（金），８月24日
（火）
から８月26日
（木）
の６日間予定されていましたが，
後半の３日間は中止になり，本年度１回目の体験入学が実施されました。トータルエステティック科
では鹿児島市，日置市，いちき串木野市から100名近くの中学生が参加してくださいました。授業で
行うエステ・メイク・ネイルを，現役のプロから学び，普段できない美の体験をしました。フットマッ
サージやハンドマッサージ，韓国メイク・浴衣メイク，ネイル作成など，短い時間の中で盛りだくさ
んの体験をし，参加した中学生は充実した楽しい時間を過ごせたととても喜んでいました。

美への探求

エステの開始のあいさつ

自宅でできるハンドマッサージを伝授♪

ネイルを製作しています！

中学生がモデルにメイクしています！
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進路決定に向けて
いよいよ進路を決定する時期になりました。３年生は７月下旬から８月上旬に三者面談を行い，夏
季休業期間に各自が履歴書や志望理由書作成のため登校し，受験先へ書類を発送しました。
９月16日（木）から就職試験が解禁され，進学希望者もＡＯ入試等通常より早く結果の分かる受験
形態を選択する生徒も多く，生徒は結果を待ち侘びているところです。
今後，社会福祉科はできるだけ早く進路を確定することで，介護福祉士国家試験受験対策に意識を
切り替えていきます。
まずは，全員が第一希望の進路先に無事合格することを祈るばかりです。
「心を一つに」ＨＲが同
じ方向にまとまって学校生活を過ごしてほしいです。

社会福祉科３年
笹川 雄大 君
（和田中出身）

社会福祉科３年
宮脇 美颯 さん
（吉野東中出身）

私は，介護老人保健施設

私は，地元の介護福祉施

への就職を希望しています。

設を受験します。試験内容

将来は看護師や理学療法士になる夢があります

はテーマに沿った作文，適性検査，面接です。

が，現場で利用者との関わり方から身に付けて

土・日曜日にアルバイトでお世話になってい

いこうと考えました。

る施設なので，慣れていることもありますが，

今は，介護福祉士国家試験に向けた学習を

事前の試験対策や面接指導を自分なりに頑張り

しています。コロナ禍で不自由さはありますが，

ました。試験当日は，平常心で笑顔を忘れず自

社会人として役に立てるよう頑張ります

分をアピールしたいです。

社会福祉科３年
佐々木 青空 君
（谷山北中出身）

社会福祉科３年
新村 清乃 さん
（東市来中出身）

私が進学を希望するのは，

私は，他の生徒より出足

社会福祉科で専門的に学習

の遅い進路活動になりまし

した知識を他職業でも活用してみたいという思

た。それまでは就職するつもりでいましたが，

いがあるからです。

決めきれず曖昧なまま過ごしていました。そ

大学に進学し，経済学を学び「福祉の心」で

こに専門学校等のオープンキャンパスの案内

地元の経済活性化に貢献できるよう，しっかり

があり，将来接客の仕事に興味を持っていた

勉強してみたいです。受験まで事前レポート作

ことから，専門的に学べる専門学校への進学

成などありますが，しっかり準備したいです。

を決意しました。合格目指して頑張ります。
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明るく前向きにやり抜いた！

全国大会結果報告！
新型コロナウイルスの蔓延が止まず，予定されていた大会等が中止になるなど教職員，生徒も悔しい
思いをしております。しかし，状況はすぐに良くなるはずもなく現在の状況，環境下でできることを模
索し，先の目標に向けて前向きに取り組んでいくことが，今を生きる私たちの務めであると思います。
さて，先日行われた高校総体で晴れて全国大会に出場し，鹿児島城西高等学校を代表して闘った生徒
たちがいます。コメントを掲載します!!
進学体育科３年Ａ組
ボクシング部

進学体育科１年Ａ組
ゴルフ部

大園

山下

丈太郎 君
（伊敷台中出身）

心暖 さん
（万世中出身）

キャッチ
フレーズ

自分は福井県で行われた

私は８月に行われた全国

ボクシングのインターハイに出場しました。結

高等学校ゴルフ選手権に出場しました。１日目

果は準優勝でしたが，喜べる結果ではありませ

は，調子が良くて楽しくゴルフをすることがで

んでした。しかし，県大会初戦負けだった自分

きました。２日目は自分自身のゴルフができず，

がここまでなれたのは周りの人の支えがあった

スコアを大幅に落としてしまいました。この試

からだと思います。なので，次は大学で日本一

合で課題が多く見つかったので次の新人戦まで

になり，結果で恩返しをしたいと思います。

にしっかりと練習を積み，調整していきます。

各部活動において大会が行われます。３年生は集大成です。鹿児島城西高等学校に入学した目的を
自分自身に問い，「やり抜く力」で３年間の思いをぶつけます。大会に参加する生徒たちが，今後の
人生のよき通過点になるよう全身全霊で頑張ってまいります。
以下に各部活動の大会日程を掲載しております。
部活動名

大 会 名

サッカー部

第100回全国高校サッカー選手権大会鹿児島県予選

11月1日
（月）
～11月7日
（日）

駅 伝 部

令和3年度鹿児島県高等学校新人陸上競技大会

9月16日
（木）
～9月18日
（土）

男子バレー部

第74回全日本高等学校選手権大会鹿児島県予選

11月5日
（金）
～11月7日
（日）

女子バレー部

第74回全日本高等学校選手権大会鹿児島県予選

11月5日
（金）
～11月7日
（日）

空手道部

令和3年度鹿児島県高等学校新人体育大会

10月8日
（金）
～10月9日
（土）

卓 球 部

全日本卓球選手権大会鹿児島県予選

10月8日
（金）
～10月9日
（土）

野 球 部

第149回九州地区高等学校野球大会鹿児島県予選

9月25日
（土）
～10月13日
（水）



日

程

※日程は新型コロナウイルスの影響で変更になることもあります。
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～文武両道を目指して～
進学・公務員コースでは，多くの部活動生が在籍し，
学業と部活動を両立させながら頑張っています。
３年の山下慶人くん（武中出身）は，全九州高等学校総合体育大会空手道競技大会において個人組
手で優勝，１年の立迫大徳くん（天保山中出身）は，南九州高等学校総合体育大会陸上競技大会に
おいて800ｍ準優勝し，８月に開催されたインターハイに出場しました。山下慶人くんはベスト16，
立迫大徳くんは準決勝まで進み，両名とも大変健闘しました。また，多くの部活動に進学・公務員コー
スの生徒が在籍し，輝かしい活躍を見せてくれています。
３年生は進路に向けた取り組みが本格化し，自分の夢実現を目指し，頑張っています。公務員試験，
進学・就職試験合格を全員が達成するため，全力を尽くしてもらいたいです。

インターハイ 相手と対峙する山下くん

トップを走る立迫くん

普通科３年Ａ組
山下 慶人 君
（武中出身）

普通科１年Ａ組
立迫 大徳 君
（天保山中出身）

私は３年間，空手道と勉

私は，南九州高等学校総

学を両立させ，文武両道を目

合体育大会陸上競技大会で

標に練習や勉強に励んできました。空手道部で

準優勝し，インターハイに出場しました。全国

は，個人で全九州優勝，インターハイベスト16

の高いレベルでレースを体験することができ，

の成績を残すことができました。勉強でも実用

良い経験になりました。これからも，文武両道

英語技能検定準二級を取得することができ，目

を目指し，学習面もさらに充実させ，将来の夢

標の文武両道を成し遂げられたと思います。こ

に向かって頑張りたいと思います。競技面でも，

れから大学受験にむけてさらに頑張ります。

来年は心身ともに成長し，必ず，入賞するよう
に頑張ります。
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に合格しました
３級レストランサービス技能士国家資格学科試験
（１次）
～おもてなしの心と素敵な笑顔で合格～
８月18日（水）に福岡県で行った「レストランサービス技能士３級学科試験（１次）
」に，２年生
10名の生徒が合格しました。次は11月10日
（水）に行われる実技試験（２次）に挑戦します。以下に
合格した生徒の感想を紹介します。
ホテル観光科２年
時田 瑠瑛 さん（桜島中出身）
私は，念願だった「レストラン技能士国家試験」の１次試験に合格することが
できました。有馬先生をはじめ，色々な先生方のご指導あっての結果だと思って
います。11月には２次試験があります。内容は実技です。とても難しいと思います
が，みんなで協力しながら練習を繰り返し，必ず合格できるように頑張りたいです。

令和３年度３級レストランサービス技能士国家資格学科試験（１次）合格者
宮内 風羽君
（伊集院中）
上津 梨夢さん
（和田中）
時田 瑠瑛さん
（桜島中）
原 光里さん
（東谷山中）


榎田 綺音さん
（鴨池中）
下青木 梨々華さん
（川内南中）
德留 心美さん
（万世中）

神尾 苑子さん
（伊敷中）
田中 美咲さん
（川内南中）
長谷川 茉夢さん
（鹿屋東中）
計10名

２次試験頑張れ！！

令和３年度３級レストランサービス技能士国家資格実技試験
（２次）
課題
11月10日（水）に行う，２次の実技試験課題は以下のとおりです。定められた動きや技法を制限時
間内にサービスする，難易度の高い課題にチャレンジします。

課

題【レストランにおけるブレックファストのサービス】

（1）試験時間

９分間（打切り時間10分）

（2）場面設定

お客（鈴木）様がゲストと２名で来店された。

（3）指示事項

Ａ．お客様にあいさつし，席へ案内，メニューを提示し，料理を勧めること。
Ｂ．水をサービスし，コーヒーまたは紅茶を伺うこと。
Ｃ．コーヒーをサービスし，注文を受けること。
Ｄ．ジュースのサービスをすること。
Ｅ．パンをサーバーでサービスすること。
Ｆ．注文の料理をサービスすること。
Ｇ．食事の感想を伺い，済んだ食器を下げること。
Ｈ．退席されるお客様をお見送りすること。
Ｉ．テーブル上を片付け，最初の状態にリセットすること。
Ｊ．下げコーナーの整理整頓を確認すること。
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調理科一日体験入学が行われました！
令和３年度の調理科一日体験入学が８月４日(水) ～６日(金)の３日間行われ，今年も，調理に興味
を持つたくさんの中学生が参加してくれました。中学生のサポートをしてくれたクッキング部の生徒
たちも，高校生活について話たり，コミュニケーションをとりながら，いつも以上に，楽しく料理を
作っているようでした。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて，後半予定していた体験入学は中止となりましたが，
第２回目の体験入学でまた，多くの料理好きな中学生が参加してくれることを楽しみにしたいと思い
ます。
調理科２年Ｂ組
片野田 萌羽 さん
（南中出身）

調理科１年Ｂ組
内村 美優 さん
（金峰中出身）

今年の体験入学も，コロ

人前に立って調理の補助

ナ禍でしたが，たくさんの

をするということが初めて

中学生が来てくれました。昨年に比べて，私

の経験でしたが，先生や先輩方がフォローし

も落ち着いてサポートができ，中学生の保護

てくださったので，あまり気負わずにできま

者の方からの質問にも答えることができ，少

した。

しでもお役に立てたことが嬉しかったです。

中学生のみなさんが，私が説明したことを

また，キラキラとした笑顔で体験学習をする

きちんと聞いてくれて，楽しそうに料理を

中学生の姿を見て，私も，もっと頑張ろうと

作っていたので，私にとっても良い経験とな

元気をもらうことができ，楽しく充実した一

りました。

日体験入学となりました。

緊張気味です

中学生を見守りながら…

学科の紹介をしました！

第２回 体 験 入 学 で
は，ピザを作ります!!
たくさん参加して
くれることを期待
しています。

先生と一緒にオムライスに挑戦

まずはお手本!!
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夏の一日体験入学実施
８月４日
（水）
・５日
（木）
・６日
（金）
に一日体験入学を実施しました。
今年度は「ビジネス実務を体験しよう！」と題して，Wordを活用した文書作成では残暑見舞いのは
がきの作成，Excelを活用して表計算，簿記の帳簿作成に挑戦しました。パソコン操作に苦戦する様
子も見られましたが，高校生に相談しながら楽しく体験することができたようです。
また，コミュニケーションの授業で取り組んでいるバルーンアート体験も行いました。

生徒による学科紹介

wordを活用して残暑見舞いのはがきの作成

Excelを活用して簿記の帳簿作成

バルーンアートに挑戦

ビジネス情報科３年
大迫 梨乃 さん
（東市来中出身）

ビジネス情報科２年
西 綺音 さん
（伊集院北中出身）

私は，今回の体験入学でパ

私は，３日間ビジネス情

ソコンを使って帳簿作成のお

報科の一日体験入学のお手

手伝いをしました。中学生に金額を書く位置や

伝いをしました。初めて学科紹介の担当にな

計算の仕方など分かりやすく教えられるように心

りとても緊張しましたが，先輩方や先生方に

掛けました。また，バルーンアートの体験では

助けていただきながら乗り越えることができ

リクエストに答えて作り喜んでもらえたので嬉し

ました。中学生の皆さんにパソコンを使って

かったです。

の実務やバルーンアートの体験を通して楽し

この一日体験入学を通してぜひ，ビジネス情
報科に入学してほしいです。

んでもらえて良かったですし，いい思い出に
なっていたら嬉しいです。
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一日体験入学
～楽しくハンドメイド～

８月４日
（水）
から６日
（金）
まで，中学生を対象に一日体験入学を実施し，ファッションデザイン科では，
「楽
しくハンドメイド」というテーマでオリジナル作品の制作に取り組みました。
１日目の「ＵＶレジンのアクセサリー制作」は，アクセサリー枠にレジン液を流し込み，カラーレジンやパー
ツでデザインしました。オリジナルのペンダントトップが完成した時は，みんな嬉しそうでした。
２日目の「ファッション雑誌を使ったコラージュ」では，雑誌から好きなアイテムを切り取り，レイアウトを
考えて配置，フレームに入れてみました。それぞれ個性溢れる作品になりました。
３日目の
「キャラメルポーチ」
は，
ミシンを使って制作しました。初めてミシンに触れる生徒さんもいましたが，
本校生徒がサポートに当たり，参加者全員が仕上げることができました。
３日間の一日体験入学では，本校生徒が作品制作のアドバイスやミシンの使い方をやさしく指導するなど，
大活躍しました。中学生との交流を深めることもでき，本校生徒にとっても有意義な経験ができたと思います。
中学生の
完成作品

ファッション雑誌からアイテムを探します

レジン枠の中にデザインします

キャラメルポーチはファスナー付けがポイント

ミシンに挑戦！きれいに縫えるかな？ゆかたでお手伝い

ファッションデザイン科１年
内村 鈴 さん
（国分中出身）

ファッションデザイン科２年
原園 心優 さん
（川内中央中出身）

私は今回の体験入学でレ

私は体験入学の初日に参

ジンでネックレスを作りまし

加しました。
中学生の参加者と一緒にレジンでアクセサ

た。前に座っていた中学生の参加者といろい

リーを制作しました。中学生とコミュニケーショ

ろな話をしました。その生徒さんはとても大き

ンを取りながら，とても楽しい時間を過ごすこ

な夢を持っていて，目を輝かせて話してくれま

とができました。次の体験入学は10月ですので，

した。私も夢に向かって頑張ろうと思います。
来年入学してきたら，また夢の続きを話し

今度はもっと積極的に参加して，中学生の思い
出に残るような体験の手伝いをしたいです。

たいです。
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「恩師の愛情」


トータルエステティック科

鶴 園

理 歩

私は，鹿児島城西高等学校を

会の楽しさや厳しさが，実際にエステティックサ

卒業後エステティックサロンに

ロンに勤務して，当時の考えがこんなにも自分を

就職し，現在は母校に帰り実習

守ってくれると思いもしませんでした。先生が必

助手としてお仕事をさせていた

死に伝えてくださったのには理由があったのだと

だいています。高校生の頃にお世話になった先生

気付きました。伝えることは諦めてはいけないな

方と一緒に働くのは不思議な気持ちと嬉しさがあ

と思いました。また，就職したときに私のメンタ

ります。先生と呼ばれる立場になって思ったこと

ルを支えてくれたのは３年生の頃の担任，仁木先

は，先生方はこんなにも愛情を持って接してくれ

生の「氣合」という言葉です。辛くて諦めそうに

ていたのだと思いました。
生徒の頃は気付かなかっ

なった時に心の支えになりました。
「病は気から」

たのですが，今思うとそのたくさんの愛情に救わ

という言葉があるように気持ちはとても大切だと

れたと思うことがたくさんありました。

思います。気が滅入りそうになった時には
「氣合!!」

高校２年生の時，現在お仕事をさせていただい
ている向井小百合先生に出会いました。向井小百

と自分を高めていました。そんな素敵な先生方と
の出会いが現在の私を輝かせてくれました。

合先生はエステティックサロンに勤務していた経

いつも元気とたくさんの幸せをくれる生徒たち

験から私たちに社会の楽しさだけでなく，社会の

のために，恩師の先生方のように，卒業した後も

厳しさを具体的にエステティックサロン目線を通

守っていけるような温かい指導と糧になる言葉を

して教えてくださいました。生徒ながら考えた社

おくれる愛情いっぱいの教師になりたいです。

お知らせ（事務局から）
鹿児島県による「入学金・授業料軽減費補助金」対象者は，入学
金軽減費補助金については，学校納付金10月分で軽減し，授業料軽
減費補助金については，10月から3月まで毎月２か月分を軽減して
学校納付金を請求させていただきます。
対象者は，10月号のレポートライフに案内を同封しておりますの
で，ご確認ください。

【学校納付金振替日】
10月分
10月15日（金）
11月分
11月15日（月）
※必ず前日までに
ご入金ください。
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10・11月行事予定
月日

曜日

10 ／4
５
６
７
８
１２
１３
１８
１９
２０
２２
２３
２４
２５

月
火
水
木
金
火
水
月
火
水
金
土
日
月

２６
２７
２８
２９
11 ／１
２
４
５
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６

火
水
木
金
月
火
木
金
月
火
水
木
金
土
日
月
火

１７
１８
１９
２２

水
木
金
月

２４
２５
２６
２９
３０

水
木
金
月
火

行

事

全校書き取り５０問テスト（６H）
一部中間試験（中止）
中間試験（中止） 就職模擬試験（７Ｈ）
中間試験（中止） 強化部訪問
中間試験（中止）
第４回数学小テスト
奄美コース研修旅行（延期）
鹿児島県高校生のための就職面接会
第５回全校書取
防災訓練（７Ｈ） 寮生指導
妙円寺詣り 特別作業（４Ｈ）
第２回一日体験入学
第２回一日体験入学 専攻科２年校外体験研修（延期）
３学年理事会 「未来を担う私たち」に関するＨＲ（１･ ２年）
進路希望調査配付（２年）
語らいの週間（ＳＢ１～４番線） 第５回英語小テスト
語らいの週間（ＳＢ５～８番線） 大学入試に関わる説明会（２年希望者）
語らいの週間（ＳＢ９～ １２番線）
社会福祉科「感謝の集い」 語らいの週間（ＳＢ１３ ～ １７番線） 寮点検
通学時指導 文化祭準備（５・６Ｈ） 福祉共生専攻科入学願書受付
文化祭 体育祭事前検診（希望者のみ）
語らいの週間（１８ ～ ２０番線・ＳＢ利用以外）
体育祭練習（全体 午前）
体育祭学年練習（１年 ２年 ３年）
体育祭全体練習（終日） 第５回数学小テスト
体育祭予行 ドリームコース施設交流（延期）
体育祭準備（１Ｈ～３Ｈ）
体育祭
第１３回定期演奏会
体育祭予備日
容儀指導（６Ｈ）
トータルエステティック科「感謝のビューティーサロン」
福祉共生専攻科入学願書受付締切
ＨＲ進路（就職内定心得）指導（３年生７Ｈ）
第６回全校書き取り 高校生のための就職面接会in鹿児島
ロードレース（中止）
期末試験時間割発表 内定企業への年賀状指導（６Ｈ）
キャリアパスポート指導（６Ｈ １・２年）
生徒会立会演説会（５・６Ｈ）
ファッションデザイン科「感謝の集い」 第６回英語小テスト
寮点検
一部期末試験
期末試験
※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

