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早いもので，今年も師

走となりました。生徒，

保護者皆様方には，どの

ような1年だったでしょ

うか。1年生は晴れて本

校に入学し，8か月ほど経ちました。学校の

雰囲気，生活にもだいぶ慣れてきたところ

でしょう。２年生は高校生活の半ばを過ぎ，

日々充実した高校生活を送っているものと

思います。３年生にとっては，いよいよ卒業

ということで，新生活に向けて，夢と希望に

心躍らせているのではないでしょうか。ただ

残念なことにコロナ禍において数々の学校

行事が制限され，本来の高校生活を謳歌で

きなかったという思いもあるでしょうが，こ

れも人生のなかのひとつの試練としてとら

え，最後まで，鹿児島城西高等学校生とし

ての自覚と誇りを持ち，最善を尽くして，高

校生活を締めくくってほしいと思います。

私ごとで恐縮ですが，本校に奉職させて

いただき36年目になりました。無事，還暦を

迎えることができ，人生の半分以上を本校

で過ごしてきたことを思うと感慨深いものが

あります。来年，令和４年は本校創立９5年

目にあたりますが，この間にも時代の節目や

変遷を感じさせるものがありました。思い

起こせば入職２年目の昭和62年に本校は創

立60周年を迎え，鹿児島市薬師町から現在

の日置市伊集院町に全面移転，その10年後，

平成9年の創立70周年には，当時の城西学

園と日章学園の法人合併がなされ，新生「日

章学園」としてスタートしました。さらに平

成1９年は創立80周年を迎えるとともに，日

章学園創設者である後藤章先生の生誕100年

にあたり，先生の教えを改めて胸に刻む年

になりました。その後，平成2９年に創立９0

周年という節目を迎え，令和9年にいよいよ

創立100周年を迎えることになります。

時代は昭和，平成，令和と移り変わるな

かで，今，こうして奉職させていただいてい

ることに感謝の気持ちと，また，この歴史と

伝統を次世代に受け継いで行くことこそが，

私たち教職員の使命ではないかと思ってい

ます。

本校はこれからも永久に存続いたします。

それを実現していくために，各年代の生徒，

保護者の皆様方が，それぞれ布石を打って

いただいていることに，改めて感謝いたしま

すとともに，今後も学校運営に尚一層のご

支援，ご協力を賜りますようよろしくお願い

いたします。

生徒，保護者の皆様方にとって，また，

本校にとっても来年がより飛躍の年になる

ことを祈念しております。

～還暦を迎えて～

事務長　木 場　広 樹
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吹奏楽部 第13回定期演奏会
　令和3年11月13日（土）に毎年恒例の吹奏楽部定期演奏会が日置市伊集院文化会館にて開催されました。

本校の吹奏楽部は，野球部やサッカー部などの部活動の応援から様々なイベントや行事への出演，コンクー

ルなどに積極的に参加し，日々熱心に練習を積み重ねてきました。

　今回の定期演奏会では，卒業生30名の協力を得ることができた演奏会となりました。

　クラッシック，ＯＢステージ，ポップスの三つのステージにそれぞれ見所があり，最後のアンコールでは，

ＯＢとコラボレーションを組んで幕を閉じ，来場された方々に感動を与える素晴らしい演奏会となりました。

　今後も，本校，吹奏楽部の活躍を応援してください。

ビジネス情報科３年
寶滿　希美香 さん

（重富中出身）

　私たち吹奏楽部は先日，
定期演奏会を開催しました。

新型コロナウイルスの影響で２か月の延期とな
りましたが，周りの方のご協力により無事開催
できたことを大変嬉しく思います。吹奏楽をと
おして人との関わりの大切さを知り，応援して
くれた方への感謝の気持ちを音楽で伝えること
ができました。ありがとうございました。これか
らも後輩たちの応援をよろしくお願いします。

ビジネス情報科２年
西　綺音 さん

（伊集院北中出身）

　11月13日（土）に第13回定
期演奏会がありました。今年

は演奏会と学校行事が重なり，練習時間の確保
ができず，本番に間に合うか不安でしたが，楽
しく演奏ができました。３年生の先輩方と演奏
するのは今回で最後となります。これからは1・
２年生での活動となりますが，先輩方に負けな
いよう頑張って行きたいと思います。

郡山先生指揮による華麗なる演奏
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ヘアーデザイン科1年
藺牟田　琉花 さん

（東谷山中出身）

　今回の定期演奏が３年生と演
奏できる最後の舞台でした。３

年生には部活動ではもちろんのこと，部活動以外でも
お世話になり，色々なことを学ぶことができました。こ
れからは学んだことを生かして1・２年生の新体制で，
みなさんにより良い演奏をお届けできるよう精一杯頑
張りたいと思いますので，応援よろしくお願いします。

ホテル観光科1年
園田　愛人 君

（武岡中出身）

今回の定期演奏会は高校に
入ってから初めての定期演奏

でした。僕はトランペットを吹いていますが，曲
によっては目立つ場面が多く心配もありましたが，
ある程度うまくできたので良かったです。今後も，
今よりさらに良い演奏ができるよう，毎日の練習
を大切にして頑張っていきたいと思います。

感動するステージとなりました

最高の演奏をしてくれました

楽しい演奏をありがとう

ＯＢも一生懸命手伝ってくれました

これからは１・２年生ががんばってくれます

３年生の集合写真
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男子サッカー部　

全国高等学校サッカー選手権鹿児島県大会準優勝
　11月７日（日）に全国高等学校サッカー選手権鹿児島県大会の決勝戦が行われました。結果は準優勝

でしたが，男子サッカー部の雄姿を全校生徒で応援することができました。来年度は先輩たちの雪辱を

果たし，国立競技場の舞台での活躍を目指して頑張ってほしいです。

全校生徒の応援を力に全力で戦いました

応援ありがとうございました！ 表彰式
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プロゴルファー 稲森 佑貴 選手 の活躍
～日本オープンゴルフ選手権　連覇に挑む～

本校卒業生でプロゴルファーの稲森佑貴選手が今年も日本プロゴルフ界で活躍してくれました。10

月に行われた日本オープンゴルフ選手権では大会連覇を懸けて最終日まで首位と3打差と優勝争いを繰

り広げました。惜しくも7位タイとなりました。毎週のようにプロツアーで優勝争いを続ける稲森先輩

に負けないように，進学体育科の生徒たちも各部活動で一生懸命練習に取り組んでいます。

これからも稲森先輩の活躍を願っています!!

進学体育科３年Ａ組
鶴見　優斗 君

（西紫原中出身）

　稲森選手は鹿児島城西高
等学校を代表する素晴らし

い卒業生であり，私の憧れの先輩です。私も
稲森選手のように正確なショットを目指して練
習に取り組んでいます。大学でも技術を向上
させてプロの世界で活躍したいと思います。

進学体育科３年Ａ組
橋口　星空 さん

（川内中央中出身）

　稲森選手は５年連続フェ
アウェイキープ率1位と抜

群の安定性と強気のパットで毎週行われる大
会で活躍されていることにすごいと思いま
す。私もゴルフの技術を磨き，稲森選手のよ
うに安定して上位に行ける選手となり，プロ
の舞台で活躍できるように日々の練習を頑張
りたいです。
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男子バスケットボール部

　男子バスケットボール部です。現在3年生２名，２年生10名，１年生６名，マネージャー２名の計20名
で活動しています。部員の半分以上が高校からバスケットボールを始めた生徒ですが，チーム内で切磋琢
磨し，スキル向上を図っています。「日置地区大会優勝」と「県ベスト８」という２つの目標を持ち，日々
頑張っています。
　またバスケットボール部では，技術・知識は勿論ですが，バスケットボールができるという環境に感謝し，

仲間・試合相手に対するリスペクトの気持ちを大切にし，日々活動しています。また，あいさつ・返事な
どの礼儀作法や集団行動におけるマナーなどといった人間力の向上を常に目指し，取り組んでいます。
　今後もバスケットボールのスキル向上及び人としての成長，大会での目標達成をできるように頑張って
いきたいと思います。

尊敬・対話・信頼～バスケットボールができる環境に感謝～

調理科２年Ｂ組
川井田　慶尚 君

（武中出身）

私は，男子バスケットボー
ル部に入部し，毎日充実し

ています。
　私が部活を通して学んだことは，プレーは
もちろんのことですが，先輩や後輩，先生方
とのコミュニケーションの大切さでした。今
後社会に出たら様々な人と関わることがある
ので，部活動で学んだことを生かしていきた
いと考えています。

調理科３年Ａ組
新穂　文康 君

（三笠中出身）

私は，高校３年間，男子バ
スケットボール部に所属し

ています。最後の公式戦では，自分たちのプ
レーがなかなかできず悔いが残る結果になっ
てしまいました。残りの部活動では，後輩た
ちに技術面などを教えるだけでなく，自分自
身が味わった最後の大会に対しての悔しさを
伝えて，次の代では，最後の大会を満足のい
く結果で終われるようにしてほしいです。

高校総体後の集合写真
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女子バスケットボール部

　女子バスケットボール部は，県大会上位進出を目標に掲げて，日々頑張っています。仲間と切磋琢磨し，コー
トで満開の花を咲かせるべく，技術の向上を図っています。

咲　け ～ 百 花 繚 乱 ～

ホテル観光科２年
時田　瑠瑛 さん

（桜島中出身）
　私は，あいさつやルールな
ど当たり前のことがしっかり
とできて，自分の言葉や行動

に責任がもてるプレーヤーになりたいと考えてい
ます。

トータルエステティック科1年
朱雀野　愛 さん

（伊敷台中出身）
　私は，バスケットボール部
での活動を通して，自分から
考えて行動がしっかりでき，

周りと協力できる人になりたいと思い，日々練習
を頑張っています。

調理科1年Ｂ組
池田　ひかり さん

（松元中出身）
　私は，バスケットボール部
での活動を通して，将来，み
んなを支えられる存在になり

たいです。マネージャー業の中で，脇役としてで
もしっかりとした行動ができる人になりたいです。

ビジネス情報科1年
野元　嘉乃 さん

（鹿屋中出身）
　私は，部活動で学んだこと
を生かせるように，苦しいと
きや辛いときも諦めないで，

自分自身の行動に責任をもって行動できる人に
なりたいと思います。

ヘアーデザイン科２年
山本　琴音 さん

（出水中出身）
　私は，あいさつなど日常生
活の当たり前と言われること
を当たり前にでき，この人に

任せたら大丈夫だと思ってもらえるプレーヤーに
なりたいと思っています。

ヘアーデザイン科1年
森　心乃 さん

（高山中出身）
　私は，最後まで諦めずに，
何事もやりきることのできる
社会人になりたいと考えてい

ます。そして，自分を頼ってもらえるような人に
なるために練習を頑張りたいと思います。

普通科1年Ｃ組
篠原　古都美 さん

（高山中出身）
　私は，やるときはやるとい
う切り替えができ，周りから
頼ることのできる人になりた

いです。そのために，何事にも全力で取り組み
たいと思います。

トータルエステティック科1年
戸髙　聖羅 さん

（坂元中出身）
　私は，周りの気遣いに気付
き，常に周りを見ることがで
きる人になりたいと思います。

バスケットボールを通して，物事に対しての適
切な判断力を身に付けていきたいです。
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朝晩の冷え込みも厳しくなってきましたね。

体調管理をしっかり行い寒さに負けず，元気に学校生活や寮生活を送ってほしいと思います!!

サンライズ寮では，学校と家事の両立を行いながら充実した生活を送っています。家族のありがたみ

を感じつつ，強くたくましく成長していっています♪

サンライズ寮

清藤寮／女子寮／強化部ビクトリー寮／サンライズ寮

～寒さに負けず寮生活をエンジョイ♪～

トータルエステティック科1年
土持　由紗 さん

（岳南中出身）

　寮生活は初めてのことば
かりでたいへんです。その

中でも自炊は大変なことやわからないことが
多く苦戦しましたが，今では様々なことを経
験できてよかったと思います。最初は家族と
離れて暮らすことは寂しかったですが，今で
は家族にとても感謝しています。これからも
毎日の学校生活を楽しみながら寮生活を充実
させていきます。

調理科３年Ｂ組
牧野　麗亜 さん

（赤徳中出身）

　私は寮生活でお金を管理
することを学びました。1

か月でどの様にお金を使うかによって充実さ
が変わってきます。その中で，自分が欲しい
物ができたら貯金をするなど，工夫すること
ができるようになりました。毎日ご飯を3食
作ることや洗濯，部屋の掃除など色々大変で
すがその分自由なので楽しいです。この経験
を大切にしていきます。

しっかり掃除も自分で行っています!同じ寮で同じクラス♪
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生徒会トピックス＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生徒会トピックス ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

普通科３年Ａ組
馬込　博史 君

（錦江中出身）

　今回の体育祭は，コロナ
禍での実施でしたが，全学

年で行うことができよい思い出になりました。
　生徒会としての仕事も体育祭という行事
も，僕や３年生にとって最後にふさわしい体
育祭にすることができたのではないかと思い
ます。また，生徒全員が一つとなり，一生懸
命取り組んだことは多くのことを心に残した
と思います。
　来年度以降も素晴らしいものになることを
期待しています。

普通科３年Ａ組
下平　桜 さん

（鹿屋東中出身）

　文化祭当日に向け，先生
方，生徒会で道具や時間，

出演者のオーディション開催から合否まで準
備を行いました。
　今年度は会場が２か所ということもあり，準
備・打ち合わせ等も大変でした。観てくれる
生徒一人一人，また多くのスタッフや先生方
の協力のおかげで無事文化祭を成功させるこ
とができました。
　文化祭に関わってくださった皆さん，本当に
ありがとうございました。

文化祭・体育祭が実施されました!!
　11月２日(火)に伊集院文化会館・本校体育館の２会場で文化祭，11月14日(日)に新型コロナウイル
ス感染症の影響で延期されていた第69回体育祭が開催されました。各行事に向け文化部部長・体育部
部長を中心に生徒会でも準備を行い，当日は役員等で活躍しました。

文化祭大会宣言

文化祭役員

体育祭選手宣誓

体育祭役員
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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

第69回「文化祭」開催!!～やり抜く力～「笑顔満祭」
～マスクの下にはたくさんの笑顔！距離は遠くても心は近くで～

　去る１１月２日（火）に，令和3年度の文化祭が開催されました。本年度は，「コロナ禍」ということで,「3
密」を避けるために，保護者の参加もご遠慮いただいたうえで，3年生は伊集院文化会館に移動し，舞
台発表を楽しみました。また，１・２年生は，体育館にて前半は２年生，後半が１年生のみなさんが舞
台発表を鑑賞しました。
　昨年よりも，コロナ感染拡大防止を心掛けた文化祭となり，より厳かで中身の濃いものになりました。
また，鑑賞の態度も良く，「声を出さない声援」のお願いは鑑賞する生徒たちにしっかりと届いていました。
　当日は天候にも恵まれ，生徒たちはそれぞれの場所で発表を楽しんでいました。この日のために一生
懸命練習を重ねてきた生徒も「晴れの舞台」を披露できたことは，一生の思い出になったことと思います。

エイサー部の演舞

ファッションデザイン科の発表

芸術文化コースによる「HIP HOP」

フラダンス部のパフォーマンス

吹奏楽部によるアンサンブル

ヘアーデザイン科によるヘアーメイクショー
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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 ～

冬休みの過ごし方
―規則正しい生活を送るために―

　急激に新型コロナウィルス感染者が減り始めた10月後半以降，私たちの生活も前のとおりとはいか
ないものの，少しずつ日常を取り戻しつつあります。しかし，新型コロナウイルス感染症に対する予防
を今までと変わらず続けることが，今の状態を持続し，ひいては終息することに繋がります。ワクチ
ン接種が国民の70パーセントを超え，感染に対する警戒感，恐怖心が薄れつつあるかもしれませんが，

感染症の病気予防は意外にオーソドックスな方法が一番有効であることは，専門家たちが口をそろえる
ところです。寒くなり始める今こそ，一層の感染予防が必要になります。わたしたちは鹿児島城西高等
学校生として次の点に留意して，冬休みを有意義に過ごしたいものです。

● 家庭生活について
（１）規則正しい生活

早寝早起き・三食をしっかりとる。年末年始の暴飲暴食に注意！
（２）積極的な家事の手伝い
（3）学習への取組

時間を決めて，宿題等を早めに終わらせましょう。

（１）感染症のワクチン接種

（２）マスクの正しい着用と咳エチケットの徹底
①鼻・口・あごを確実に覆う
②隙間がないように鼻まで覆う
③着用中はマスクの表面にさわらない。
④咳やくしゃみが出るときは，マスク着用が必須。

マスクがない場合には手で押さえるのではなく，

鼻と口をハンカチやティッシュ，袖や上着の内側で覆う。

（3）手洗い・うがい・指手消毒の励行
①外出先からの帰宅後は，手を洗い，アル

コール消毒をしましょう。
②まずは口をゆすいで菌を口外に出してか

ら，ガラガラうがいをしましょう。

（４）人混みや繁華街への外出を控える。
①不要不急の外出を控える。
②外出するときは，不織布製マスクを着用

する。

● その他
（１）許可願の提出……自動車学校への入校やアルバイトをする時
（２）法律・校則に触れる行為の禁止

正しい手の洗い方

感染性の病気予防
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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 ～

２年生，進路活動スタート

進 路 指 導 部 か ら

　10月27日（水）に伊集院総合体育館で, ２年生の希望者を対象に進学説明会が開催されました。

　3年生の進路活動も落ち着いて,いよいよ２年生も少しずつ,自分の将来像を考える時期がきました。県

内の大学，専門学校の先生方から直接話を聞ける機会に緊張感を持ちながら説明を聞いていました。

普通科２年Ａ組
山﨑　希夢 君

（知名中出身）

　私は看護学部がある大学
への進学希望を胸に抱いて

今回の進学説明会に参加しました。そこで，
専門学校でも大学と同じ資格が取得でき，進
路も充実していることが分かり，新しい発見
をすることができました。また，今後の学校
生活でのやるべきことを改めて考えることも
でき，今からしっかりと進路実現のための勉
強を進めていこうと思いました。

進学体育科２年Ｂ組
津波　辰弥 君
（沖縄県名護市立羽地中出身）

　私は，10月27日（水）に行
われた進学説明会に参加し

ました。
　大学・専門学校・自衛隊の話を聞き，就職
や進学についての考え方が変わりました。
　私は今，大学進学を考えていますが，今回，
専門学校や自衛隊の話を聞くと大学進学以外
の進路にも興味を持ちました。これから，自分
の進路についてよく考え，今回の進学説明会
を進路活動に活かしていきたいです。

資料を基に真剣に聞いています 自衛隊のブースで説明を受けています

進路を考える際に軸となる要素の例

◦興味のある業界や仕事
◦これから学んでみたいこと
◦将来どんな生活がしたいか

　自分で，情報収集をして，早めに進路活動への
アクションを起こしましょう!!
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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～

令和３年度　第２回一日体験入学
～県内外から多数のご参加ありがとうございました！～

　10月23日（土）・24日（日）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。

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 共生コース
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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 ～

みんな笑顔の文化祭
　共生コースの２年生はクラス別でダンスを披露しました。共生コースは２年生になるとダンスの授業があ
ります。分散登校で授業の実施もままならない中でしたが，無事に舞台発表は成功し大きな拍手に包まれま
した。また，共生コース3年生と１年生の舞台発表はなかったのですが，所属している部活動で活躍を見せ
た生徒もいました。
　今年は新型コロナウイルスの影響で，学校行事が次々と延期・中止となる中，無事に文化祭を実施できた
のは，日頃感染対策に努める一人一人の努力の成果だと思います。今年のテーマ「笑顔満祭～マスクの下
にはたくさんの笑顔！距離は遠くても心は近くで～」のとおりにみんな笑顔の文化祭になったのではないで
しょうか。

普通科３年Ｃ組
板元　愛季 君

（別府中出身）

　今回は３年生にとって，
最後の文化祭でした。息の

合ったすばらしい歌声を披露した合唱部，芸
術文化コースの劇でマリオがでてきたところが
面白く印象に残っています。昨年は，舞台に
立ちダンスを披露する側でしたが，見る側は
こんなにも迫力を感じるのだと知りました。ま
た来年も見られたら良いなと思います。

普通科2年Ｅ組
宮内　莉来 君

（谷山中出身）

私たち，普通科共生コース２
年生は，1学期からダンスの

練習に取り組んできました。担当してくださった
大久先生に細かいところまで丁寧に教えてもら
い，何度も動画で確認しながら，みんなで頑張っ
てきました。私たちのダンスが，みなさんの心に
少しでも残ってくれたらとてもうれしいです。

フォーメーションを変えて

動きをつけて歌いました

緊張の中でも精一杯

躍動感あふれるダンス
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ゴミコレ吹上浜２０２１
　ヘアーデザイン科の生徒が所属しているヘアーデザイン部は，10月31日（日）に吹上浜で行われたファッ
ションショー，ゴミコレ吹上浜2021にヘアアレンジとメイクアップで参加しました。
　ゴミコレとは，日置市在住の情熱家カズヒロハカタさんが吹上浜で拾ったものを衣装に加工し発表され
るファッションショーで，ヘアーデザイン部は昨年の12月に引き続き参加させていただきました。
　布で作られた衣装と違い，いろいろなもので作られた衣装はとても素敵で生徒たちの創造意欲もかき
立ててくれ，ヘアやメイクにもいつも以上に力が入ったようです。
　また，この催しものに参加するにあたり，県内にある美容室JUNOの方々にも協力を仰ぎ技術を教えて
いただいたことで，美容師の仕事への関心も増したようです。

～ゴミコレ吹上浜２０２１～

ヘアーデザイン科３年
中道　樺音 さん

（武岡中出身）

　私は10月31日（日）にゴミコレ
に参加させていただきました。

　ヘアアレンジとメイクを担当しましたが，短
い時間の中で，今できる最高の作品を作り上げ
ることができてとても嬉しかったです。
　SDGsが広く知られるようになった今，海で
拾ったゴミをドレスにした素敵な作品の発表に
このような形で携わることができたことに感謝
しています。

ヘアーデザイン科1年
日高　紅葉 さん

（宮之城中出身）

　私は今回モデルさんのヘア
担当として，ゴミコレ2021に

参加させていただきました。
　現職の美容師の方々に指導していただいたこ
とや先輩からアドバイスいただいたことを参考に
しながら，自分なりにとても良い作品を作ること
ができました。
　ゴミコレというイベントに参加できて，とても
楽しかったです。
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３年間の集大成!!
認定試験合格に向けて頑張っています!!

トータルエステティック科の集大成ともいえる認定試験の時期になりました。実技試験と筆記試験を控

える3年生の姿はエステティシャンさながらの様子です。合格に向けて頑張ってほしいです♪

トータルエステティック科３年
上野　優佳 さん

（加世田中出身）

　私たちは，高校３年間でエ
ステティックの技術はもちろ

ん「外面の美」や「内面の美」についても学ん
できました。いよいよ始まる認定試験では，日
頃から支えてくださっている先生方や保護者の
方々への感謝の気持ちを忘れず，クラス全員で
合格を目指し，今までの成果を十分に発揮でき
るように最後まで頑張ります!!

トータルエステティック科３年
山口　望優 さん

（吉野中出身）

　私は，入学した当時は認
定試験がどういったものな

のかわかりませんでした。しかし，３年間学ん
できた中で認定試験を意識し行動をするように
なってきました。身だしなみはもちろんのこと，
技術や口頭試問もしっかりできるようにしたい
です。本番に向けて，今まで学んできたことの
復習を行い合格します!!

お客様のお悩みに合わせたトリートメント♪ 帆足先生と技術確認！！

認定試験に向けて３年生が一丸となり真剣な眼差しです！
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感謝の集い
10月29日（金）に，3年生が「感謝の集い」を実施しました。生徒が本校で習得した介護技術を利

用者役の保護者に実演しました。初めは緊張していましたがお互いを気遣う様が微笑ましく，和やか
な空気に一変する雰囲気になりました。

さらに，生徒が普段面と向かって言いにくいことや，日ごろの感謝の思いを手紙にして保護者に直
接伝える場面では，感動のエピソードとともに涙溢れる会場となりました。

今後は，この日を起点に介護福祉士国家試験受験に向け，「やり抜く力」でＨＲ全員が辛苦をとも
にする覚悟を持ってさらにまとまることを期待します。

校長先生のあいさつ

互いに負担をなくすが基本

笑顔あり

ありがとう

介護方法は多様

語り尽くせないエピソード

感謝の思いを伝えます

国家試験頑張ります！

保護者との距離が近く緊張

自然と体が動きました

涙あり

保護者代表あいさつ
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サッカー部
10月31日（日）から行われた第100回全国高校サッカー選手権鹿児島大会に男子サッカー部が出場

しました。順調に勝ち上がり，準決勝出水中央高校に２－０で勝ち決勝進出を決めました。決勝戦は，

惜しくも神村学園高等部に０－４で敗退いたしましたが，サッカー部の選手が頑張っている姿に，応
援している生徒たちも感動していました。またサッカー部もこの悔しい結果を胸に頑張ります!!

進学体育科２年Ｂ組
加藤　廉 君

（帖佐中出身）

　私は，鹿児島県サッカー
選手権に出場しました。優

勝が目標でしたが，神村学園に負けてしまい，
とても悔しい思いをしました。今は新チーム
となり，戦いは始まっているので，3年生の
残してくれた伝統を引き継ぎ，自分たちの色
を出していって新人戦から選手権まで，すべ
て勝ちます。

進学体育科２年Ｂ組
原田　天 君
（鹿児島育英館中出身）

　鹿児島県サッカー選手権
に２年生ながら出場させて

もらいましたが，満足のいく結果は残せませ
んでした。チームとしても「優勝」というタ
イトルが取れなかったので，新人戦からすべ
てひっくり返すつもりでトレーニングに励ん
でいきたいと思います。

試合が始まります!! 全力疾走

相手ゴールに迫っています!! スタンドの生徒も全力で応援しています!!
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楽しい体験になりました

～第２回一日体験入学～
オリジナルスイーツを作ろう

10月23日（土）・24日（日）に第２回一日体験入学が行われました。パティシエコースは２日間で
56名の中学生が参加してくれました。

今回は自分たちで焼いたクレープに，お好みでマロンとかぼちゃのモンブランクリームを絞りトッ
ピングをしました。はじめて作った人も多くいましたが，自分で作ったモンブランクレープは格別に
美味しかったようです。

体験した中学生の皆さんにとって有意義な体験になったのではと思います。
参加してくださった中学生や保護者の皆さまありがとうございました。

学科説明

体験風景

モンブランクレープ

講師による制作披露

美味しくできました

普通科２年Ｃ組
中村　愛香 さん（大崎中出身）

　10月23日（土）・24日（日）に体験入学が
ありました。中学生のお土産としてクッ
キーやプリンなどを事前に準備しました。

はじめて大量にお菓子を準備して，製造の大変さについて学
び，とてもいい経験になりました。中学生もクレープを作るの
がとても上手で，真剣に取り組んでくれてとてもいい交流に
なったと思います。
　この体験入学を通して，たくさんの中学生が入学してくれ
ることを心待ちにしています。
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　ホテル観光科の授業科目である「観光一般」という授業の中で，今回「鹿児島の旅」をテーマに，

２年生16名の生徒が，オリジナルの旅を企画しました。
　県内の有名な観光地をはじめ，生徒お勧めのスポットなどを行程に組み込み，オリジナルのツアー
を企画し，クラスで発表をしました。

　11月10日（水）に，１次筆記試験に合格したホテル観光科11名の生徒が，全国の高校で唯一受験資
格を有する「3級レストランサービス技能士国家資格２次実技試験」を，福岡県にある「ホテル日航
福岡」で受験しました。
　今年度は「朝食サービス」をテーマに，９分以内に課題項目を規定に沿った動きで行いました。
　合格発表は12月21日（火）です。

２年生が「オリジナル鹿児島の旅」を企画しました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で企画～

３級レストランサービス技能士国家資格２次実技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～

日置市の観光地を発表しました 甑島の観光地を発表しました

試験が終わり，会場前にて

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 ．お客様に挨拶し，席へ案内後メニューを提示し，料理を
勧める。

Ｂ．水をサービスし，コーヒーまたは紅茶を伺う。
Ｃ．コーヒーをサービスをし注文を受ける。
Ｄ．ジュースをサービスをする。
Ｅ．パンをサーバーでサービスする。
Ｆ．注文の料理をサービスする。
Ｇ．食事の感想を伺い，済んだ食器を下げる。
Ｈ．退席されるお客様をお見送りする。
Ｉ．テーブル上を片付け，最初の状態にリセットする。
Ｊ．下げコーナーの整理・整頓を確認する。
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　10月23日（土）・24日（日）の２日間にわたって，第２回一日体験入学が行われました。２日間を通
して79名の中学生が参加してくださり，今回は12種類の具材を自由にトッピングして，オリジナル
のピザを作りました。
　また，デザートとして，クッキング部員の生徒が作ったフランボワーズムースも試食しながら，高
校生活についての質問など会話を楽しみながら体験学習ができたようです。
　今回の体験が，参加した生徒さんたちの進路活動のよい思い出になってくれることを願っています。

～第２回一日体験入学！！～
チーズがとろーりオリジナルピザ

美味しそうに試食してくれています

ピザ生地の伸ばし方をレクチャー中

できたて!!　チーズがとろーりピザ

食材の切り方を説明中

調理科1年Ａ組
武　孝志朗 君

（甲南中出身）

　私は，体験入学で，参加してくれた
中学生と一緒に調理をしました。食材

の切り方や焼き方をことばで伝え，教えることが想像以上
に難しく感じました。しかし，一緒にサポートしてくれた
先輩がいろいろ教えてくれたおかげで，中学生ともコミュ
ニケーションを取ることができて，すごく助かりました。
　また，次の体験入学の際には，先輩から教わったこと
を生かして，自分から積極的に話しかけたりしたいと思い
ます。

調理科２年Ａ組
米丸　怜奈 さん

（伊敷中出身）

　私は，人前に出ることが苦手で
す。今日の体験入学では，中学生

の前で示範を任され，緊張しましたが無事にやり終
えたことで，少しですが自信を持つことができました。
　私がやったことを中学生のみなさんが同じように
やっているのを見て嬉しくなり，勇気を出して頑張っ
てよかったなと感じました。
　これからも少しずついろんなことに挑戦して自分
に自信を付けたいと思います。
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ビジネス情報科２年
宮下　優衣 さん

（伊集院北中出身）

　私は，今回の体験入学でバ
ルーンアートの手順を説明しな

がら製作することに初めて挑戦しました。周りの中学
生の様子を見ながら製作していくことは想像以上に
難しかったのですが，一生懸命説明したことが中学
生に伝わり，バルーンアートが完成して笑顔になっ
ている姿を見て，とても嬉しかったです。
　ぜひ，ビジネス情報科に入学して一緒に学べるこ
とを楽しみにしています。

ビジネス情報科1年
西田　葵 さん

（伊集院中出身）

　私は，一日体験入学のお手
伝いを初めてしました。最初

は緊張していましたが，中学生に自分から積極
的に話しかけることを心がけました。簿記の帳
簿作成とコミュニケーションの授業で行っている
バルーンアート製作について，中学生が楽しかっ
たと話してくれました。
　来年度ビジネス情報科の生徒が一人でも多く
入学してくれると嬉しいです。

　10月23日（土）・24日（日）に第２回一日体験入学を実施しました。「心のこもったおもてなし」を目
指し，今回はビジネス情報科２年生が色画用紙を使ってのディスプレイやバルーンアートを製作して
当日を迎えました。
　今回は「ビジネス実務を体験しよう！」をテーマに掲げ実施しました。参加された中学生は，電卓
の使い方，Excelを使って現金出納帳の帳簿作成に挑戦しました。日頃，タブレットは活用したことが
あってもパソコンを操作するのは初めての中学生もいましたが，高校生の優しいサポートもあり，楽
しく帳簿を作成することができました。
　ビジネス実務体験の後は，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を行い
ました。中学生からのリクエストに応えてバルーンアートを製作して，さらに和んだ雰囲気に包まれ
て楽しんでいました。
　以下に前日の準備や当日の様子を掲載します。

中学生の皆さん
鹿児島城西高等学校で待っています♪

バルーンアートに挑戦Excelを活用しての現金出納帳の作成

ハロウインでおもてなしの
準備をしました
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ファッションデザイン科２年
高田　華穂 さん（皇徳寺中出身）

　今回のデザインコンテストで金
賞をいただきました。入賞できると
は思っていなかったのでとてもうれ

しいです。これからもたくさんの作品を描いていきた
いです。

ファッションデザイン科３年
加藤　れもん さん

（頴娃中出身）

　今回のファッションショー
は，衣装制作はもちろんの

こと，構成から音楽まで自分たちで考えました。
　制作をしながら音楽を選び，構成や演出を
考えるなど，大変なこともたくさんありました
がみんなで一生懸命取り組み，とてもやりが
いを感じました。12月のファッションショーに
向けてもっと素敵なショーになるように頑張り
ます。

　１1月２日（火），伊集院文化会館で文化祭が行われ，ファッションデザイン科3年生と２年生はファッ
ションショーをしました。12月18日（土）に県民交流センターで開催するファッションショーに向けて作
品制作を進めていますが，その一部を披露しました。少ない練習時間でしたが，日頃のウォーキングの
練習成果も発揮して，思い出に残るステージとなりました。

　高校生ファッションデザイン画コンテスト2021で学校賞（銀賞）と２年生の高田華穂さんが金賞を
受賞しました。受賞した生徒の感想と作品を紹介します。

文化祭で作品披露

高校生ファッションデザイン画コンテスト2021で入賞

ファッションショーフィナーレ

個性が光るワンピース（２年生）

学校賞をいただきました（応募した生徒たち)

金賞の作品
レースと花びらをモチーフにした

高田さんのデザイン画
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今年の夏，甲子園（全国高等
学校野球選手権大会）が開催さ
れた頃に，雑誌に投稿されてい
た，ある男性の「高校球児だっ
た頃の思い出」の記事に目が留
まりました。その内容は「私の通っ

た山間の中学は在校生が少なく，野球部がなかっ
た。高校から野球を始めたが，周囲との実力は歴然
だった。私は遠距離通学の傍ら，朝晩，自宅の塀を
相手にキャッチボールや素振りの練習を重ねた。だ
が，結局，レギュラーにはなれず，３年生の夏を迎え，
最後の大会に臨んだ。初戦の最終回，私は代打で出
場。放ったヒットで逆転し，チームは1回戦を突破
した。試合後，優勝したわけでもないのに，チーム
メートは私を胴上げしてくれた。皆が陰の努力を知っ
ていてくれたのだ。」というものでした。日頃，高校
球児が身近にいるせいか，その情景が鮮やかに目に
浮かび，一部員のヒットを自分のことのように素直
に喜び，努力をたたえるチームメートの心に胸が熱
くなりました。
私が美容師の頃は，お客様のカットを担当する前

の段階で，料金をいただかずにカットをさせてもら
うカットモデルをこなすものでした。私の勤務して
いたお店も，２か月間で50人のカットモデルをこな
すことになっていて，まず，知人や親族に来店して
もらい，足りない人数は店舗の外で初対面の人に声
掛けして募りましたが，10人中8，9人は断られるも

のでした。その当時，最後の一人がなかなか見つか
らず，気づけば夜の9時前で人通りは無くなり，ど
うしようと泣きそうになりながら，お店のシャッター
を閉めているご婦人に声をかけたところ，「私はむり
だけど娘を行かせるから。」と言ってくださり，とて
も嬉しくて走ってお店に帰った経験があります。私
にとっては，もうダメだという瀬戸際でヒットを打っ
たような思い出です。
私が所属しているヘアーデザイン科の生徒たち

が，入学して1番最初に学ぶ技術は，ワインディン
グというパーマをかけるときに用いる技術です。ロッ
ドという道具をウィッグという人形の頭部に巻くの
ですが，習い始めは上手に1本を巻くのに苦労して
います。ヘアーデザイン科の卒業生も，今では，店
長になった生徒や東京の激戦区で活躍している生徒
など，皆，在学している頃には想像もつかない姿で，
お店の戦力となり美容界で活躍していますが，これ
らの卒業生も，最初はロッド1本に苦労していまし
た。それがここまで来るには，諦めず投げ出さず，
時には挫折を経験しながら，精一杯努力してきた過
程があり今があるのだと思います。
私は時々，ヘアーデザイン科在校生の美容師に

なった将来の姿を想像します。これから未来のある
生徒たちには特に，まだ見ぬ未来の自分に向かって，
一途な気持ちを忘れず，頑張り抜きやり抜いて，時
に人生のヒットを打ちながら，今は想像できないくら
いの大きな自分に成長していってほしいと思います。

「頑張り抜くこと，やり抜くこと」 ヘアーデザイン科　竹 町　暁 美

学校納付金について
　鹿児島県から高等学校等就学支援金の支給額決定通知書が届きま

した。それに伴い高等学校等就学支援金の金額に差が生じた方には

11月から3月の間で，授業料から調整をしております。

　3年生と福祉共生専攻科２年生は，11月からの学校納付金で卒業

納付金を徴収いたします。又，２月にお支払いいただく金額は，3

月分を含めた２か月分となります。諸費・補助教材費の返金がある

学科は，２月分の学校納付金で調整をさせていただきます。

【学校納付金振替日】
12月分
　12月15日（水）
１月分
　1月17日（月）
※必ず前日までに
ご入金ください。

お知らせ（事務局から）



12・１月行事予定
月日 曜日 行　　　　　　　事
12 ／1 水 期末試験

２ 木 期末試験　福祉共生専攻科入試　ドリームコース保護者会
３ 金 期末試験
４ 土 親子で作る料理教室（中止）　全経電卓検定（ビジネス情報科）
５ 日 日本語ワープロ検定
６ 月 新生徒会役員任命式（６Ｈ）　恩師への便り（年賀状）

ホテル観光科校外ホテル実習（1・２年生）（～ 12 ／ 24）
７ 火 第６回数学小テスト　認定エステティックセンター試験1次（～ 12 ／ 10）

陸上自衛隊見学（進公務員コース1年　終日）
8 水 針供養（ファッションデザイン科）　陸上自衛隊見学（進学公務員コース２年　終日）

２学年研修旅行説明会（７Ｈ）
9 木 パティシエコース「感謝の集い」

第４回就職模擬試験（０Ｈ）（1･２年生のみ，３年生ＨＲ活動）
10 金 調理科「保護者への感謝の集い」

第２回基礎学力診断テスト（進学公務員コース1･２年1～４Ｈ）
13 月 ヘアーデザイン科「感謝の集い」　芸術鑑賞
14 火 芸術鑑賞　認定エステティックセンター試験２次（～ 12 ／ 17）
15 水 寮生指導　寮生クリスマス会　３年生進路体験発表（７Ｈ）
16 木 第７回全校書き取り
17 金 アプリケーションコース「感謝の集い」　ビジネス情報科「感謝のおもてなし」　寮点検

クラスマッチ（1年生）
18 土 ファッションデザイン科ファッションショー（県民交流センター）
20 月 授業評価アンケート（６Ｈ）　課題提出締切日　内定企業への年賀状投函
21 火 愛校デー・ワックス掛け（ＳＢ13 ～ 18番線）　（ドリームコース）社会見学学習

クラスマッチ（２年生）
22 水 （共生コース・福祉共生専攻科）社会見学学習　クラスマッチ（３年生）

（ドリームコース）社会見学学習
23 木 （共生コース・福祉共生専攻科）社会見学学習
24 金 終業式　恩師への便り回収完了投函　（特別支援教育部）保護者会
28 火 通知表発送

1／ 11 火 始業式　ＨＲ役員選出　宿題回収　通学時指導　容儀指導
13 木 卒業試験　調理科養成施設終了認定試験（全校生徒３Ｈまでで下校）
14 金 卒業試験　調理科養成施設終了認定試験　特別作業（４Ｈ）（全校生徒４Ｈまでで下校）
15 土 食育インストラクター認定試験（調理科）
17 月 推薦・共生コース・ドリームコース入試
18 火 卒業試験・ホテル観光科学年末試験　調理科養成施設終了認定試験

３年生恩師への便り指導開始（卒業報告）　入試復元作業
1９ 水 卒業試験・ホテル観光科学年末試験　調理科養成施設終了認定試験
20 木 技術考査（調理科）　ホテル観光科「感謝の集い」　卒業生による職場体験講話（６Ｈ）

第７回英語小テスト　（特別支援教育部）卒業生を送る会
21 金 特別作業（２・３Ｈ）　（ドリームコース）卒業生を送る会（全校生徒３Ｈまでで下校）
23 日 一般入学試験
24 月 入試に伴う臨時休業
25 火 入試に伴う臨時休業
26 水 入試に伴う臨時休業
27 木 入試に伴う臨時休業
28 金 寮点検　入試復元作業
30 日 介護福祉士国家試験
31 月 再試験時間割発表（３年）　教育相談16：00 ～

※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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