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明けましておめでとう

ございます。皆様方には，

ご家族揃って希望に満ち

た新春をお迎えのことと，

お喜び申し上げます。

新年にあたり，本校生徒の健全な成長と

ご家族のご多幸を祈念申し上げます。また，

学校運営等に温かいご理解とご協力をいた

だいておりますことにも，心から感謝申し

上げます。

ところで，昨年は「やり抜く力」をス

ローガンに，体育祭や文化祭，感謝の集い

等で生徒の皆さんが，9学科６コースで学

んだ知識や技能，体力・気力を学校内外に

披露してくれました。それぞれの行事が大

成功を収め，包丁入魂式やトータルエステ

ティック科の感謝のビューティーサロンな

ど新聞・テレビのマスコミにも数多く取り

上げられ，多くの方々から高い評価をいた

だきました。

また，部活動の盛んな学校としても，空

手道部の男女アベック優勝，卓球部の優勝，

野球部・サッカー部・駅伝部の準優勝など，

多くの部活動が各種の競技大会ですばらし

い成績を収めております。さらに，税に関

する作文・標語の部で国税庁官賞を受賞す

るなど，各方面での受賞は，生徒・家族は

もちろん，学校にとっても名誉なことであ

ります。

さて，12月には令和４年度の生徒会役

員が決定しました。新旧役員が「生徒の生

徒による生徒のための活動」を目指し，グ

ランドデザインの見直しを行いました。そ

の中には，「授業態度をしっかりしよう」「欠

席・遅刻をなくそう」「形にしよう豊かな

心を」などが謳われていますので，３学期

早々，「感動の多い充実した学校生活」を

目指して尽力してくれるものと期待してお

ります。

時代に即応し，常に進化し続ける学校と

して，進学体育科を中心に鹿児島国体やオ

リンピック出場を目指します。そして，福

祉共生専攻科の就労定着事業や，ホテル・

施設等における職場体験学習などの更なる

充実にも努めていきます。

今年も，「好きなことを学んでプロの道

を目指す学校」「夢あふれ希望の花咲く鹿

城西！」として，生徒一人一人に夢を持た

せ，その夢を実現させるよう，教職員一同

心を合わせて努力してまいります。

どうぞ，今年もご理解とご支援を，よろ

しくお願いいたします。

感動の多い充実した学校生活を

校　長　秋 武　達 朗
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空手道部 全九州高校新人大会優勝

　空手道部が，11月18日（木）～ 21日（日）に沖縄県で開催された全九州高等学校新人空手道大会に出

場し，男子団体組手優勝をはじめ好成績を収めました。今回の結果で全国高校空手道選抜大会に出場す

るので今後の活躍が楽しみです。

大　会　結　果
○男子団体組手（南ブロック）	 優勝
○女子団体組手（南ブロック）	 ２位	
○男子個人組手（南ブロック）	 －55kg級	 ２位　大村	金太郎くん	
○女子個人組手（南ブロック）	 －53kg級	 ３位　白柿	咲羽さん	

（南ブロック）	 －59kg級	 優勝　花木	一妃さん	
（南ブロック）	 ＋59kg級	 ２位　琉	光希さん

○男子団体組手（全九州）	 優勝　※24年ぶり４回目
○女子個人組手（全九州）	 －59kg級	 ２位　花木	一妃さん

進学体育科２年Ｂ組
吹上　空怜 君

（福岡市立城南中出身）

　男子は優勝したものの課
題の残る内容でした。勝負の

中で始めは気持ちを前に出せていましたが，リー
ドした時に守りに入ってしまうなど気持ちの変
化がありました。
　これから，一からやり直す気持ちで練習し，
３月の全国選抜大会に挑みます。

進学体育科２年Ｂ組
城ヶ崎　彩月 さん

（帖佐中出身）

　私たちは準優勝できました
が，チームとして多くの課題

がありました。しかし，全国選抜大会への切符
を掴めたことはうれしいです。これから日本一
に向けて活動していきますが，大きな舞台でも
城西らしい明るさと元気で相手を圧倒し，何よ
りも気合いで一勝ずつ勝ち進んでいきます。

男子団体組手（全九州）優勝 女子団体組手（南ブロック）準優勝
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パティシエコース　卒業作品展
　12月9日（木）に普通科パティシエコース３年生による卒業作品展が行われました。授業や放課後を使っ
て一人一人が思いを込めてお菓子を作り，作品展では保護者や審査員の前でプレゼンテーションを行いま
した。
　新型コロナウイルス感染症の影響で例年とは違い規模を縮小しての開催となりましたが，３年間学んで
きた技術を発表し，また保護者への感謝を伝えることのできた良い作品展になりました。

普通科３年Ｂ組
徳田　愛 さん

（大隅中出身）

先日，感謝の集いが行われま
した。初めて一から自分で考

えたオリジナルスイーツを50個作りました。３
年間で学んだことをこのような機会で発揮でき，
自分の納得いくケーキに仕上げることができま
した。また，両親や先生方に喜んでいただいて
良かったです。
　残り少ない学校生活を後悔なく楽しんでいき
たいです。

普通科３年Ｂ組
木原　希咲 さん

（西陵中出身）

　今回，一から初めて自分で
考えたケーキを作りました。

放課後遅くまで残って試行錯誤しながら作りま
した。上手くいかないこともたくさんありました
が，終わった時は達成感でいっぱいになりまし
た。自分の納得いく作品ができ，両親やたくさ
んの方々が喜んでくれました。
　感謝の集いを通して両親に感謝を伝えること
ができて良かったです。

集合写真 プレゼンテーションを行いました

笑顔でピース試行錯誤を重ねました 世界に一つだけのケーキ
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針　供　養
～針に感謝～

　12月８日（水），本校中庭において針供養を行いました。昨年度は，３年生だけで実施しましたが，

今年度は１年生から３年生まで全員で実施することができました。この１年間実習で使用して曲がった
り，折れたりして使えなくなった針を豆腐に刺して供養し，技術の向上と１週間後に迫ったファッショ
ンショーの成功を祈りました。

ファッションデザイン科1年
下原　舞姫 さん

（吉田南中出身）

　私たち1年生は，今回初
めて針供養に参加しました。

豆腐に針を刺して，針を供養しました。ファッ
ションデザイン科では，針をたくさん使うの
で，折れたり，曲がったりすることが度々あ
ります。他にも多くの道具を使うので，感謝
しながら大切に使いたいと思います。

ファッションデザイン科３年
南　來花 さん

（吉田北中出身）

　12月8日（水），私たち３年
生にとっては，最後の針供養

がありました。日頃の感謝の気持ちを込めて針
を豆腐に刺しました。ファッションデザイン科
では，毎日のように針を使って製作をするので，
これからも針を大切に使って，けがなどないよ
うに，楽しく服を作っていきたいです。

ファッションデザイン科２年
竹田 愛唯 さん

（紫原中出身）

　今回，初めて針供養に参
加しました。私も裁縫道具か

ら使えなくなった針を取り出して，供養しても
らいました。今，ワンピースを制作していますが，
きれいに仕上がるようにお祈りしました。これ
からも目標作品制作を頑張っていきたいです。

感謝の気持ちを込めて供養しました

代表の生徒は着物と袴姿で臨みました

針塚に針を納めているところ
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学校視察 ～郡山中学校のみなさん～

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。今回は郡山中学校のみなさんが来校されました。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いたします。

普通科 芸術文化コース 普通科 進学公務員コース

ホテル観光科 ファッションデザイン科

今回の視察の一部です



－6－

ゴルフ部

　ゴルフ部は現在，２年生１名，１年生２名で活動しています。火・木・金曜日のスポーツの時間を活用し，

南九州カントリークラブで練習しています。
　12月20日（月）から行われる九州高等学校ゴルフ選手権で，来年３月に行われる全国高等学校ゴルフ選
手権春季大会の出場権獲得を目指して頑張ってきますので，応援よろしくお願いいたします。

2019度から現在までの主な大会成績
【2019年度】
◦第11回　鹿児島県ジュニアゴルフ大会	 高校男子の部	 優勝　商崎　涼平くん
	 	 ３位　鶴見　優斗くん
◦第31回　ＭＢＣレディースゴルフ大会	 ヤングの部	 優勝　橋口　星空さん

【令和２年度】
◦第22回　鹿児島県民ゴルフ大会	 男子の部	 ２位　森薗　大河くん
◦第33回　鹿児島県ジュニアゴルフ選手権	 高校女子の部	 優勝　上村　愛さん
◦第50回　南日本ゴルフ選手権	 男子の部	 ２位　商崎　涼平くん
◦2020年度全国高等学校ゴルフ選手権春季大会	 個人の部予選	 11位　橋口　星空さん
	 	 14位　上村　愛さん
　※全国高等学校ゴルフ選手権春季大会個人戦出場権獲得

【令和３年度】
◦第23回鹿児島県民ゴルフ大会	 女子の部	 優勝　山下　心暖さん
◦令和３年度九州高等学校ゴルフ選手権大会	 個人の部	 ７位　山下　心暖さん
　※全国高等学校ゴルフ選手権大会個人戦出場権獲得
◦第34回鹿児島県ジュニアゴルフ選手権大会	 女子の部	 優勝　山下　心暖さん
◦2021全国高等学校ドリームマッチプレー選手権大会出場	 	 上村　愛さん
◦九州高等学校ゴルフ選手権新人戦大会	 団体の部	 準優勝
	 個人の部	 ２位　山下　心暖さん
	 	 ７位　上村　愛さん
	 	 11位　濵屋　心実さん

進学体育科２年Ｂ組
上村　愛 さん

（神村学園中等部出身）

　私たちゴルフ部は，先日
行われた九州新人戦大会で

準優勝することができました。次の大会でも，
日々支えてくださる方々への感謝の気持ちを
忘れず，自分たちらしいプレーをし，個人・
団体ともに全国大会へ出場し優勝できるよう
に頑張りたいと思いますので，応援よろしく
お願いします。
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チアリーディング部

　チアリーディング部は，３年生２名・２年生８名・１年生４名で活動しています。
　今年度の前期は大会出場を断念するなど，思うような活動をすることができませんでした。
　後期については，野球応援・駅伝応援・サッカー応援とたくさんの部活を応援する機会をもらいました。
応援活動は，声を出して応援することがまだできませんが，部員一丸となり選手を応援しました。
　また，ＫＴＳの日に出演させてもらい歌手のAIさんとのコラボで，県内の中・高校生たちとAIさんの代表
曲である「みんながみんな英雄」に合わせてパフォーマンスをさせていただきました。部員たちにとって，

長時間の収録は初めてのことだったので大変でしたが，他校生徒をリードするくらいの明るさと元気さで，

収録現場を盛り上げ，リーダーシップを発揮することができました。
　３年生にとって最後となる体育祭は，練習時間も少ない期間でたくさんの技に挑戦することができ，３年
間の想いを出し切ることができました。
　元気よく活動することで，たくさんの人に笑顔を届けることができ，楽しく元気よく活動することの重要
性を実感しました。
　これからも，たくさんの人を笑顔にするチアリーダーを目指して，日々の学校生活を充実させていきます。

みんながみんな英雄　～元気を届ける重要性～

ヘアーデザイン科２年
福守　華 さん

（知覧中出身）

　私たちチアリーディング部
は，新型コロナウイルス感染

症の影響で，練習内容が限られていた中でも，
各イベントや応援の練習を頑張ってきました。
体育祭で３年生が引退し，1，２年生の体制に
なり不安もありますが，みんなでたくさんの人
に笑顔を届けられるよう，楽しく盛り上げてい
きたいです。チアリーディング部は男女問わず，
部員募集中です。たくさんの仲間が増えると嬉
しいです。

ヘアーデザイン科２年
谷　帆乃美 さん

（南中出身）

　昨年の前半は，新型コロナ
ウイルス感染症の影響で思う

ような部活動ができませんでしたが，後半は野
球，駅伝，サッカーなどの応援に行くことがで
きました。また，イベントに出演したり，スタン
ツの練習が再開することができ，体育祭ではス
タンツの演技を披露することができ嬉しかった
です。これからも，日々部活動ができることに
感謝し，楽しく元気よくたくさんの人を笑顔に
できるように頑張っていきたいです。

KTSの日　出演

サッカー全校応援 体育祭
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新型コロナウイルス感染症拡大により，分散登校が実施されましたが，文化祭や体育祭，久しぶりの

全校応援など各種行事も行われ，生徒たちにとって充実した２学期が終わりました。その中で，清藤寮

生は部活動の練習や大会で必死に汗を流し，各学科の実習や補習，生徒会活動などにも積極的に取り組

み頑張っている姿を見せてくれました。

今回は男子寮の清藤寮で多くのことを経験し，寮生全体を引っ張ってくれて，１月に退寮を控えた３

年生２名のコメントをご紹介します。

清　藤　寮

清藤寮／女子寮／強化部ビクトリー寮／サンライズ寮

進学体育科３年Ｂ組
玉城　優 君

（沖縄県名護中出身）

　私は３年間，清藤寮で素
晴らしく充実した毎日を過

ごしてきました。寮生活を通して，親に対し
てのありがたみや，苦楽を共にした仲間の大
切さを肌で感じ，自分自身が成長するきっか
けとなりました。
　あとわずかで退寮となりますが，残り少な
い寮生活を気を引き締めながらも楽しんで過
ごし，今まで以上に充実させていきたいと思
います。

調理科３年Ａ組
高崎　健嗣 君

（鹿屋東中出身）

　私は３年間の寮生活を通
して素晴らしい仲間や時に

厳しく，時に優しく丁寧なご指導をしてくだ
さった寮監長や先生方と出会い，自分自身を
大きく成長させることができました。この集
団生活を経験することによって，社会で生き
ていく中での自信に繋がり，大人になってい
くための大きな一歩を踏み出すことができま
した。３年間充実した寮生活を送ることがで
きました。ありがとうございました。

師弟食堂でのひととき清藤寮の３年生
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生徒会役員の皆さん，１年間ありがとうございました

副会長 兼 体育部長
普通科３年Ａ組
馬込　博史 君（錦江中出身）
　私は，３年間生徒会で活動しまし
た。大変なこともありましたが，学校
の役に立つことができたことが自分

自身にとっても誇りに思います。新生徒会の皆さんにも頑
張ってほしいです。

風紀部長
ホテル観光科３年
下見　天志 君

（土佐清水市立清水中出身）
　私は生徒会で貴重な経験をさせて
いただきました。上手くいかないこと

もありましたが，先生方の助けや仲間の支えもあり，やり
遂げることができました。多くの活動を通し，主体性を磨
くこともできたと思います。

図書部長
調理科３年Ｂ組
生駒　康輔 君（加世田中出身）
　多くの生徒や先生方と関わる機会
が増え，多くのことを学ぶことができ
ました。たくさんの刺激があり，非常

にやりがいを感じることができました。生徒会で学んだこ
とを，今後に生かしていきたいです。

保健部長
普通科３年Ｂ組
中村　奏 さん（大口中央中出身）
　生徒会活動を通じて，多くの経験
を積むことができました。上手くいか
ないこともありましたが，成功したと

きの喜びは何にも変えられないものでした。この経験を今
後に生かしていきたいと思います。

書記
ビジネス情報科３年
堀　圭佑 君（川内南中出身）
　生徒会役員になったことでしかで
きない貴重な経験を自分の成長に繋
げられたのではないかと思います。ま

た，役員の皆さんと過ごした時間も宝物になりました。あ
りがとうございました。

生徒会長　　普通科３年Ａ組
染川　陽乃 さん（蒲生中出身）
　生徒会活動を通して，多くの人に支えられ，貴重な経験を積ませていただきました。尊敬する仲間
との出会いもありました。先生方や生徒の皆さんのおかげで私たちは活動をすすめることができまし
た。生徒会活動へのご協力，本当にありがとうございました。

整美部長
社会福祉科3年
古町　紗菜 さん

（薩摩中出身）
　私は1年生から生徒会に入り，分
からないことだらけでしたが，できる

事も増え，次第にやりがいを感じるようになりました。楽
しく充実した３年間を過ごすことができました。ありがと
うございました。

応援部長
進学体育科３年Ａ組
佃　諒 君（谷山北中出身）
　今まで経験したことのない緊張感
のある仕事を経験させていただきまし
た。また，様々な活動を通して先生

方や生徒の皆さんなど，多くの方々と交流することができ
とてもよい思い出となりました。

文化部長
普通科３年Ａ組
下平　桜 さん（鹿屋東中出身）
　私は２年間文化部長として活動し
ました。文化祭の運営・準備など大
変なこともありました。生徒会役員や

生徒の皆さんの協力もあり，乗り越えることができたこと
は，良い思い出となりました。

　12月６日(月)の生徒会役員任命式をもって，生徒会の仕事が新役員に引き継がれました。今回は旧生徒会長，各部長の
３年生にコメントをもらいました。旧生徒会役員の皆さんは，行事の運営・準備など様々な活動を行ってくれました。１年
間ありがとうございました!!
　新生徒会役員の皆さんには，先輩方が築いてきた伝統や思いを引き継ぎながら，新しい生徒会を作ってほしいと思います。
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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

令和３年度「税に関する作品コンクール」で多数受賞
　毎年，夏季休業中の課題の一つとして税に関する作文や標語に取り組んでおり，「税に関する作品コン
クール」に応募しています。
　今年も「税」についての意識の高さがうかがえる多数の中から，「標語の部」「作品の部」で４名の生
徒が受賞し，学校賞もいただきました。
　今後も，私たちの生活に不可欠な「税」の大切さや納税，納税に関する国民の義務についての理解を
深めていってほしいと思います。
　受賞した生徒を以下に紹介します。

学校賞をいただきました

貴重な賞を多数いただきました

国税庁官賞！素晴らしいです

これからも税の知識を深めてほしいです

学 　校 　賞

学　校　賞 学校法人　日章学園　鹿児島城西高等学校

標 語 の 部

租税教育推進協議会優秀賞 普通科３年Ａ組芸術文化コース 西村　媛天さん

作 文 の 部

国税庁官賞 普通科２年Ｄ組 宮内　陽翔くん

租税教育推進協議会会長賞 調理科２年Ａ組 小林　優依さん

伊集院税務署長賞 調理科３年Ａ組 別府 くるみさん
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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 ～

感謝を伝える　恩師への便りを通して

　新しい年が明けました。２０２２年は，新型コロナウイルス感染症も収束に向かう良い年になる
ことを願うばかりです。３年生は，卒業試験を１月中旬に控えています。有終の美を飾ることがで
きるように，最後まで力を尽くしてください。１・２年生は，進級に向けて心構えがほしいところです。
同時に，感謝の気持ちを素直に伝えられる人を目指してほしいと思います。

恩師への便り
　鹿児島城西高等学校では，中学３年時の担任の先生に向けて，暑中
見舞いと年賀状を書いています。日頃の活動の様子や頑張っているこ
と，また感謝の気持ちをしたためて，担任だった先生に報告を兼ねて
出します。昨今では，年賀状すら出さない人も増えました。大事なこ
ともメールで済ませることがあります。しかし，自分のことを自分の
文字で書くことで，その文章には思いが溢れます。その文字は，もらっ
た人にとって，とても懐かしいものであり，その時代を思い出すこと
もできます。元旦に届いた年賀状には，皆さんの感謝の気持ちが詰まっ
ていることでしょう。

ハガキの書き方
　３年生は，就職先に対して，お礼のハガキを出しています。大人の書く手紙には，
いくつかの大事なルールがあります。下に紹介します。素敵な手紙が書ける素敵な大
人になりたいですね。

①拝啓，一筆啓上申し上げます。　など

②�月や季節によって違います。
　�初春の候，師走の候，朝夕めっきり寒くなっ
てまいりました。　など

③手紙の本題

④�先方の健康や繁栄を祈ったり，今後の指導
を願ったりする末文

⑤敬具，敬白，かしこ　など

⑥漢数字で

⑦自分の名前

⑧宛名に様をつける。

　
①
頭
語

　
②
時
候
の
あ
い
さ
つ

　
③
本
文

　
④
結
び
の
言
葉

�

⑤
結
語

　
　
⑥
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
署
名

　
　

　
⑧
宛
名
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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 ～

進路活動体験発表

進 路 指 導 部 か ら

　12月15日（水）に，３年生による進路活動体験発表が行われました。昨年度に引き続き，今年度も新型コ
ロナウイルス感染症の影響で，リモートでの面接など例年と異なる進路活動もありましたが，１・２年生の
今後の進路活動に活かしてもらおうと，各学科・コースに分かれて就職・進学の体験を発表しました。
　各学科・コースの代表者は，学科試験の内容，面接試験の具体的な質問事項，作文や小論文のテーマな
どを分かりやすく話し，１・２年生の疑問や質問に答えてくれました。
　今回の体験発表が，今後の後輩たちの進路活動に役立ち，学校生活に対する意識を高めてくれることを
期待しています。

普通科２年Ｄ組
栫井　愛美 さん

（紫原中出身）

　３年生から進路に関する
話を聞きました。進路実現

に向けて，資格取得や現場実習など目標に向
けて一生懸命取り組むことが大切だと感じま
した。２月には，高校生になって初めての現
場実習があるので，まずはその実習に向けて，
大きな声でのあいさつなどをしっかりとでき
るようにしたいです。

普通科２年Ａ組
岡本　龍聖 君

（出水中出身）

　先輩方から進路について
の話を聞き，就職や進学の

ことなどすごく参考になりました。僕は，大
学進学を希望していますが，何のために何を
学ぶのかという目的意識をしっかり持ち，進
学先を選ぶことが大切だと改めて思いまし
た。小論文などの試験対策も早めに始めたい
と思います。

進学体育科

普通科 共生コース

普通科 アプリケーションコース

ビジネス情報科
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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４年度　入学試験日程について
　令和４年度の入学試験については，１月17日(月)に，推薦入試(本校含め７会場)，ドリームコース・共
生コース入試(本校会場のみ)，１月23日(日)に一般入試(本校含め17会場)が実施されます。
　詳しい試験日程については，下記のとおりとなります。受験生の皆さん，合格目指して頑張ってください。

Ａ　推薦・共生コース・ドリームコース入試
１）　期　日　令和４年１月17日（月）
２）　日　程

時　　間 推薦入試 ドリームコース入試 時　　間 共生コース入試

 8：30 集　　　合 集　　　合  8：30 集　　　合

 8：30～ 8：50 各試験場へ移動 各試験場へ移動  8：30～ 8：50 各試験場へ移動

 8：55～ 9：00
校長あいさつ
（校内放送）

校 長 あ い さ つ
（校内放送）

 8：55～ 9：00
校長あいさつ
（ 校 内 放 送 ）

 9：00～ 9：10 受験上の注意 受 験 上 の 注 意  9：00～ 9：10 受験上の注意

 9：20～10：00 作　　　文 作　　　文  9：20～10：10 学 力 試 験

10：20～ 面　　　接 面　　　接 10：20～11：30 適 性 検 査

11：30～12：10 昼　　　食

12：10～ 面　　　接

Ｂ　一般入試（鹿児島城西高等学校）
１）　期　日　令和４年１月23日（日）
２）　日　程

内　　　　　容 時　　　　間

集 合  8：20　（各試験会場に集合）

各 試 験 場 へ 移 動  8：20～ 8：40

校長あいさつ（校内放送）  8：45～ 8：50

受 験 上 の 注 意  8：50～ 9：00

国　　　　　語  9：10～  9：55

数　　　　　学 10：10～10：55

英　　　　　語 11：10～11：55

昼　　　　　食 11：55～12：40

面　　　　　接 12：45～
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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 ～

優勝しました！～たくさんの応援をありがとう～

　11月６日(土)，日置市の小鶴ドームで行われた鹿児島県知事杯知的障害児者フットサル大会において，福

祉共生専攻科と共生コースの生徒たちが出場しました。

　予選ブロックから決勝まで順調に勝ち進めたＪチームは調子を落とすことなく，相手を抜き去る様は蝶が

舞うかの如く，鋭く切れのあるシュートは蜂が刺すかの如く，確実に点数を重ねていきました。そのプレー

は観衆を沸かせ，ひたむきな一生懸命さは全ての選手を魅了し，そして時間終了の笛が鳴り響き初優勝を果

たしたのです。

　昨年度から朝木先生の指導のもと練習を始めたサッカーチームは，初めてサッカーをする生徒もおり，ルー

ルを覚えることに苦労しながらも，懸命に努力した成果は大きなご褒美と喜びを持ってきました。そして出
場生徒だけではなく，共生コースの生徒全員がこの快挙に大喜びで，報告会では拍手喝采が雨あられ，喜

びのシャンペンシャワーの如く選手たちに降り注いだのでした。

　また，10月16日(土)に，佐賀県で行われたサガン鳥栖VS湘南ベルマーレのＪ１リーグ前座試合として，

鹿児島ユナイテッドフューチャーズ所属の生徒３名が出場しました。両チームサポーターの前で堂々と試合

をした生徒たちの目には，今後の目標として，全国大会，もう一つのワールドカップと呼ばれるＩＮＡＳサッ

カー選手権大会に出場したいという夢や目標が芽生えているようでした。

　共生コースでは今後も，スポーツに携わる生徒たちだけではなく，所属する全ての生徒たちが夢や希望を

叶えられるよう，サポートしていきたいと思います。

普通科1年Ｅ組
新留　春輝 君　　（金峰中出身出身）

　今大会では，チームが一つにまとまり，決勝では1点を追う苦しい展開でしたが
皆を信じて，ただただゴールに向かってシュートしていきました。その成果が優勝
であり，さらにはＭＶＰにも選んでいただきました。ＭＶＰに選ばれたのはチーム

のおかげです。仲間がいたから優勝もでき，支えられてＭＶＰもいただけたと感謝しています。来年
もフットサル大会で優勝できるよう頑張っていきたいと思います。

優勝した鹿城西Ｊチーム 大会MVP表彰を受ける新留君
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これからも頑張ります！
　初めての高校生活，初めての専門教科の授業，初めてのクラスメイトなど，初めてづくしで戸惑うこと
も多かった新入生も学校にもだいぶ慣れてきました。毎日同じ夢に向かう友人たちと競い合い，励まし合
いながら有意義な毎日を送っています。
　１年生の美容の実習では，国家試験課題であるワインディングというパーマをかけるためのロッドを巻
く練習をしています。薬剤を使わないためパーマはかかりませんが，正しい技術で巻けるようにならなけ
れば均等にパーマがかからないので，基礎的なことに気をつけながら取り組んでいます。最初は１日６時
間の授業内で数本しか巻けませんでしたが，現在は全頭52本巻けるようになり，タイム測定もできるよ
うになりました。
　美容師国家試験の実技試験ではワインディングを20分で仕上げなければなりません。今後も正しい技
術できれいに巻ながらも目標タイムに間に合うように頑張ってほしいです。

ヘアーデザイン科1年
吉住　舞雪 さん

（北指宿中出身）

　私たちは，今ワインディン
グというパーマを巻く技術の

練習をしており，11月に入り全頭を35分で巻け
るようになりました。1年生の目標は全頭を30
分で巻けるようになることです。
　私は角度を正しくすることや，髪のツヤを出
すことが苦手なので，その部分を改善しながら
30分以内にきれいに巻けるようにしていきたい
です。

ヘアーデザイン科1年
山下　胡春 さん

（石垣第二中出身）

　今，ロッドという道具を
使って，ワインディングとい

う髪を巻く技術を学んでおり，30分以内で巻け
るように挑戦しています。
　２学期になり，みんなウイッグ全頭巻けるよ
うになりました。
　私は髪を巻くときにロッドと一緒に使うペー
パーが端から見えてしまうので，たくさん練習
をして，1年生のうちに改善したいです。

ウイッグと一緒に記念撮影

実習風景
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～令和３年度　感謝のビューティーサロン～
11月16日（火），トータルエステティック科３年生による卒業記念行事「感謝のビューティーサロン」が
実施されました。保護者の方を一番最初のお客様として招待し，日頃の感謝の気持ちや，３年間で学んだ
技術の成果を心を込めて披露しました。
本年度もコロナ禍の影響で，ネイルとボディケアのみの施術となりましたが，生徒たちの一生懸命施術

する姿や３年間の成長に保護者の方も癒され，嬉しそうな様子でした。
３年生は，12月にいよいよ認定エステティシャンの実技試験を受験します。25名全員合格を目指し，心
を一つに頑張ってほしいと思います。応援よろしくお願いします！

トータルエステティック科３年
坂元　綾華 さん

（国分中出身）

　感謝のビューティーサロン
で日頃の感謝を施術を通して

伝えました。本格的に行い初めてのお客様が母
なので緊張もありました。しかし，リラックスし
てもらうことができてとてもうれしかったです。
今までの「ありがとう」の気持ちを手紙でも伝
え感謝の多い充実した一日となりました。

トータルエステティック科３年
船間　優里亜 さん

（垂水中央中出身）

　母を一番最初のお客様と
してエステやネイルで恩返し

をすることができました。母も「疲れも取れて
とても気持ちよかった。」と伝えてくれて私も恩
返しができて良かったと思います。日頃の感謝
も伝えることができとても良い日となりました。

日頃の疲れを癒します！

お母さんに初のネイルケア，少し緊張…

お母さんいつもありがとう！

卒業まであと少し，頑張ります!!
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介護福祉士国家試験受験に向けて
１月30日（日）に第34回介護福祉士国家試験が実施されます。３年生は，受験に向けて様々な対策

を行ってきました。月１回の模擬試験の受験や，12月からは放課後の補習，冬期休業期間も登校し

受験勉強に励んできました。進路も全員が第一志望に決定しており，介護福祉士国家試験という共通

の目標に向けラストスパートに入っています。

本番を万全の態勢で受験できるよう，体調管理に細心の注意を払い後悔のないようにしてほしいです。

社会福祉科３年
古町　紗菜 さん

（薩摩中出身）

　現在，介護福祉士国家試
験合格に向けて頑張ってい

ます。12月から放課後補習も始まり，本格的
に学習に取り組んでいます。時々，投げだし
てしまいたい時もありますが，将来の自分の
ために絶対に合格を勝ち取りたいです。HR
の仲間と一緒に合格を目指したいです。

社会福祉科３年
永田　北斗 君

（武中出身）

　1月30日（日）に行われる
介護福祉士国家試験に向け

て日々努力しています。
　対策として，過去問題を解いて，分からな
い箇所を先生に確認したり，iPadを活用して
重要語句の説明をまとめたりしています。
　残り少ない一日一日を大切にしながら，国
家試験に合格できるよう頑張ります。

社会福祉科３年
張原　萌鈴 さん
（佐世保市立世知原中出身）

　受験本番まで残り1か月
を切りました。今まで受け

てきた模擬試験でも確実に合格できるライン
に至っていませんが，本番までに不安材料が
なくなるように，自信を持って受験できるよ
うにしたいです。
　HR全体の雰囲気も，集中力が上がり，学
習する姿勢が整っているので，プレッシャー
に負けないように取り組みたいです。

社会福祉科３年
島村　義朗 君

（坂元中出身）

　今月末に行われる介護福
祉士国家試験に向けて，３

年生のＨＲでは個人ワークやグループワー
ク，先生方に受験対策補習をしていただき力
をつけてきました。
　本番まで1か月を切りましたが，私たちに
とって高校生活の集大成です。全員が合格で
きるよう，最後まで努力していきます。



－18－

キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ

箱根駅伝初出場
駿河台大学駅伝監督が講演

11月25日（木）に，箱根駅伝に初出場する駿河台大学駅伝監督の徳本一善	監督が来校し，生徒たち

に講演しました。駿河台大学には本校卒業生の賀来葵伊	選手が入学し活躍しています。

徳本監督は選手時代に法政大学のエースとして箱根駅伝でも活躍し，実業団の日清食品では日本代

表選手として世界大会に出場しました。指導実績は駿河台大学を箱根駅伝予選会８位に入賞させ，初

の箱根駅伝出場が決まっています。

生徒たちは徳本監督の講演を今後の競技に生かそうと真剣に聞きながら質問し学びました。

進学体育科２年Ａ組
猩々　晴天 君

（大口中央中出身）

　駿河台大学の徳本一善監
督の講話を聞き思ったこと

は常に選手と同じ目線に立ち，毎日高みを目
指していると思いました。徳本監督は箱根駅
伝初出場に向けて努力したので，とても熱意
がある方だと思いました。私たちも高みを目
指して日々の練習に励んでいきます。

進学体育科３年Ａ組
三角　洸太 君

（中央中出身）

　徳本監督の講話は箱根駅
伝出場に向けてのチーム作

りや周りの方々への感謝のことなど，これか
らの競技面や生活面においても参考になる話
ばかりでした。今回の経験を活かし日々の生
活に繋げ，私も箱根駅伝に出場できるような
選手になります。

徳本監督のお話に聴き入る 徳本監督との集合写真
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～体育祭の思い出～
11月14日（日），第69回体育祭が本校グラウンドで行われました。ドリームコースも競技や応援に

一生懸命取り組み，生徒たちは，とてもいい思い出ができたと笑顔いっぱいでした。これからも，学

校行事やコースの行事などを通してたくさんの思い出作りをしていきたいです。

フラダンス　上手でした☆

３年生　最後の体育祭

３年生　フォークダンス

力を合わせた長縄跳び

普通科２年Ｆ組
岩倉　加菜子 さん

（重富中出身）

　今年の体育祭は新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防

止のため，時期を遅らせての開催でしたが，全
校生徒で体育祭ができて嬉しく思います。
　競技では，綱引きや長縄に参加しました。青
団やコースの人たちと協力できていい思い出に
なりました。そして，部活動の発表で，フラダ
ンスを披露しました。大勢の前での披露は緊張
しましたが，最後まで楽しんで踊れたので，と
てもよかったです。

普通科1年Ｆ組
牧　海良 君

（伊敷中出身）

　高校に入学して，初めての
体育祭がありました。競技で

は，徒競走や綱引などに出場しました。徒競走
では，他の学科の人たちと走ることができ，綱
引ではみんなで協力して参加することができた
ので，とても楽しかったです。
　また，今回の体育祭は入学して初めて全校生
徒で行う行事ということで，とても緊張してい
ましたが，最後は青団が優勝することができた
ので達成感があって嬉しかったです。



－20－

　11月18日（木）に，ホテル観光科３年生11名が，校外ホテル実習の集大成として，霧島市へ１泊２
日の研修旅行へ行きました。本来はハワイ研修旅行へ行く予定でしたが，新型コロナウイルスの影響
で予定が変更となり，落ち込んだ３年生を元気にしたいと，地元企業の航空会社である，日本エアコ
ミューターにご協力いただき，「11人だけのサプライズチャーターフライト」を行いました。
　また，MBCのテレビ番組「てゲてゲ」でも12月８日（水）に放映されました。
　以下に研修旅行の様子と生徒の感想をお伝えします。

３年生が県内研修旅行に行きました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で訪問～

ホテル観光科３年
吉田　有良 さん

（甲南中出身）

　一日目空港での航空教室
の中で，実際に本物の飛行

機を見学しました。
　席に着くと，後輩たちからの寄せ書きがサ
プライズでセットしてあり，感動したのもつ
かの間，実際に飛行機が飛ぶと聞き，更に驚
いたと同時に思わず涙が出ました。
　その他，宿泊でグランピング体験をしたり，
訪問当日に国宝に指定された霧島神宮，高千
穂牧場で羊との触れ合いなど，コロナ禍でも
貴重な体験ができたことに感謝します。

ホテル観光科３年
武　愛玲菜 さん

（吉野中出身）

　今回私は，校外ホテル実
習を頑張ったごほうびとし

て，県内研修旅行に行きました。
　空港で航空業界について学ぶと聞いていた
私たちに，有馬先生からのサプライズで，見
学で乗ったつもりの飛行機が実際に飛ぶこと
になったことにはとても驚きました。
　生まれて初めてフライトをこの11名で体
験できたことがとても幸せでした。貴重な体
験ができ，一生の思い出を作ることができま
した。本当にありがとうございました。 

野口たくおさん突然登場!! 訓練施設でのサービス研修 11人だけの旅客機（定員70名）

特別に学校上空を旋回飛行しました フライトを終えみんなで「てゲてゲ～」 宿泊は「豪華グランピ
ング」を楽しみました
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　第18回「森のごちそうコンクール」において調理科２年の片野田萌羽さんが実技審査に出場しました。
日頃の練習の成果を発揮し，審査員長を務めたサンロイヤルホテルの天川料理長からも高い評価を受け，

これからの調理にもさらに向上心を持って取り組む自信がついたようです。

　「令和３年度	かごしまおいしいもの選手権」に調理科３年生の井料優空君と新穗文康君が出場し，

スイーツ部門で優秀賞をいただきました。それぞれ地元の食材をうまく使って，鹿児島らしさを表現
した作品を作っていました。

「森のごちそうコンクール」
最優秀賞を受賞!!

「令和３年度 かごしまおいしいもの選手権」

優秀賞を受賞!!

新穂君の作品
「３層の鹿児島おいもパイ」

井料君の作品
「ふくれ菓子と抹茶のマリトッオ」

調理科３年Ｂ組
井料　優空 君（川辺中出身）
　先日行われたかごしまおいしいもの選
手権で優秀賞をいただきました。今回
は実技審査だけではなく，プレゼンテー
ションもありとても緊張しましたが，次

のコンクールで最後なので有終の美を飾れるように頑張りた
いと思います。

調理科２年Ｂ組
片野田　萌羽 さん（南中出身）
　初めてのコンクールで緊張しまし
たが，放課後の練習と先生方から
頂いたアドバイスのおかげで自信を
持って参加することができました。

表彰式で，「最優秀賞」と発表された時には，嬉しさとレ
シピのヒントをくれた母と先生方に感謝の気持ちでいっ
ぱいでした。
　今後は審査委員長であった天川料理長からのアドバイ
スである「料理での彩りは信号機を思い浮かべなさい」
を常に考えて作ろうと思います。

調理科３年Ａ組
新穗　文康 君

（三笠中出身）
　私は今回，初めてコ
ンクールで賞を頂いた
のでとても嬉しかった

です。また，卒業前に少しでも先生方や両
親に恩返しすることができたので良かった
です。これから夢実現のため，努力し続け
たいと思います。

実演審査中

プレゼンで作品のアピール

賞状を持って記念撮影

実演審査中

たけのこたっぷり混ぜごはん

天川料理長と(*^_^*)
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ビジネス情報科３年
尾堂　由斗 君

（伊集院北中出身）

　私は，鹿児島国際大学経
済学部経営学科を受験し，

無事に合格することができました。事前レポー
トでは先生方のご指導のもと，期限ギリギリま
で取り組み，納得できる内容に仕上げること
ができました。面接練習も何度もしていただ
き，本番では落ち着いて取り組むことができま
した。大学に入学してからも先生方からの恩
を忘れず，勉学に励んでいきたいと思います。

ビジネス情報科３年
田中　怜華 さん

（串木野中出身）

　私は，中央仮設株式会社
の経理事務を受験し，内定

をいただくことができました。受験当日はと
ても緊張しましたが，企業の方が優しく接し
てくださったり，面接練習を何度もしたおか
げで落ち着いて受験することができました。
4月からは社会人として，高校生活で得たも
のを十分に生かしたいと思います。

ビジネス情報科３年
濱﨑　亮 君

（帖佐中出身）

　私は，鹿児島国際大学経
済学部経営学科を受験しま

した。事前レポートや面接練習を先生方に何
回もご指導いただき万全で臨むことができま
した。合格通知が届くまでは不安でいっぱい
でしたが，無事に合格でき，この喜びを大学
生活で思い切り発揮し，学業においても多く
のことを学び，資格取得にも励んでいきたい
と思います。

ビジネス情報科３年
日髙　優来 君

（川内中央中出身）

　私は，県内の企業から製
造職にて内定をいただきま

した。商業系への就職ではなかったので，履
歴書の志望動機を書くのに苦労しました。何
度も面接練習を重ね，採用試験に臨みました。
内定通知を受け取った時はとても嬉しかった
です。卒業までの間に社会人として恥ずかし
くないマナー等を身に付けたいと思います。

　ビジネス情報科３年生は，自分が希望している企業や進学校から内定をいただけるよう，夏季

休業から進路活動に励み，履歴書の作成や面接の練習など頑張ってきました。続々と進学合格，
就職内定の報告があり，生徒，職員ともに喜んでいます。進路決定した生徒の喜びの声をお届け

します。

進路決定☆続々と！！



－23－

ファッションデザイン科３年
竹内　愛乃 さん

（清水中出身）

　先日，ファッションデザイン
科では感謝の集いがありました。

私は，手作りのドレスを着て父とレッドカーペットを
歩きました。
　父と母は泣いて喜んでくれて，私もとても感動し
ました。また，手作りのテディベアと手紙をプレゼン
トしました。自分の綺麗な姿を見せることができてと
ても嬉しかったです。この感謝の気持ちを忘れずに，
これからも頑張りたいと思います。

ファッションデザイン科２年
藏前　和音 さん

（川辺中出身）

　11月25日（木）にファッショ
ンデザイン科の感謝の集いが

ありました。私は司会を務めさせていただきまし
た。３年生の皆さんが，保護者の方々にクマの
ぬいぐるみを作ったり，ファッションショーをし
たりして，とても素敵だなと思いました。
　来年も，素晴らしい感謝の集いになるようにし
たいです。

　11月25日（木）保護者への感謝の集いを実施しました。これまでお世話になった感謝の気持ちを込
めて卒業作品のフォーマルドレスや自由作品のファッションショーを見ていただきました。途中，サ
プライズで保護者にエスコートしていただく場面もありました。代表の生徒が，感謝の気持ちを読み
上げると涙ぐむ保護者もおいでになり，感動あふれる集いとなりました。また，１・２年生も会場設
営の準備や受付，司会などの手伝いをして３年生を盛り上げてくれました。

保護者への感謝の集い

２年生も司会や受付などで大活躍今日はおすまし，９人のプリンセス

お母さん，いつもありがとう 初めてのエスコートはお父さん 自由作品も披露しました
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コ ロ ナ 禍 で の 教 育 環 境 と

なって，２年余り本校も計画

していた行事等が中止や縮小

での実施となっている現状で

あるが，担任にとって実施か？

中止か？で，生徒や保護者の方々の信頼を得るこ

とに「重要性」を感じるものは「家庭訪問」の有

無だと考える。

本校では，通常４月に「家庭訪問」を実施され

るが，昨年度1学年担任で生徒一人一人を掌握で

きる重要な機会が，コロナ禍の影響で中止となり，

生徒の自宅での状況や入学直後の心境などを聞く

ことができず，生徒指導に苦慮することとなって

しまった。今年度は，感染状況が落ち着いていた

ことで通常どおり実施でき昨年度とは雲泥の差で

ある。保護者の方々も担任と直接話すことで生徒

のことを何でも伝えていただける機会にもなり，

担任も生徒と家族間の現状を見ることができ，生

徒指導に活かすことができることは当然である。

そもそも高等学校で「家庭訪問」を実施してい

る学校は珍しいと思われ，数年前の県生徒指導部

会でそのことについて話したところ，他校の先生

方は驚いていた。私も娘が二人いるが，本人たち

の通った高校でも「家庭訪問」は無く娘たちが驚

いていたことを思い出す。確かに決して少なくな

い県内各地の生徒宅を訪問することは容易ではな

いが，後々のことを考えれば最も「家庭訪問の重

要性」を感じずにはいられない。本校では今後も

継続していくべきことでありその都度，保護者の

方々にもご理解ご協力をいただきたい。

「家庭訪問の重要性」� 調理科　大 河　裕 治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～収入を得ながら学べる学校～

学びと訓練の二刀流！

オープンキャンパス情報
＊＊百聞は一見に如かず＊＊

３月５日 土

（土）

〒 鹿児島市加治屋町

 

< A> ホテル＋ランチ付 

9:30 ～13:30  

学校紹介 DVD 視聴・説明 

在校生体験談 

模擬授業体験 
(カクテル作り、サービス実習)等 
ホテル＆ランチ体験 

<B > 本校でコーヒー 

＋ケーキ付 

14:30 ～16:30  

学校紹介 DVD 視聴・説明 

在校生体験談・修了生講話 

模擬授業体験 
(カクテル作り、サービス実習)

等)  

ホテル見学＆ランチ（保護

者学校説明

在校生体験談
鹿児島ホテル短期大学校
職業訓練法人 鹿児島観光技能訓練協会

※〈 〉〈 〉どちらでも、両方参加も 保護者の参加も大歓迎

一般入試情報です！

第 回 月 日 第 回 月 土

第 回 月 日 土

土

第 回 月 日 土

第 回 月 日 土

参加費無料 



１・２月行事予定

月日 曜日 行　　　　　　　事
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（生徒は臨時休業）
18 火 卒業試験　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　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」　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 ～

２／1 火 再試験1日目（卒業学年）
２ 水 再試験２日目　全校書取50問（０Ｈ）　
３ 木 再試験３日目（卒業学年）　第５回就職模擬試験（０Ｈ）
４ 金 卒業認定判定会議　日本漢字能力検定
５ 土 秘書検定
７ 月 ３年生出校日（６Ｈ）　ＨＲ進路指導（1･ ２年　６Ｈ）

共生コース２年学年末試験（～ 10日）
8 火 第７回数学小テスト
9 水 学年末試験時間割発表
12 土 芸文公演（午後のみ）　（特別支援教育部）専攻科２年保護者会
14 月 （特別支援教育部）現場実習（共生２年）（～２／ 18）
15 火 学年末試験　共生コース1年・専攻科1年学年末試験
16 水 学年末試験　共生コース1年・専攻科1年学年末試験　寮生指導

専攻科２年研修旅行（～ 18日）
17 木 学年末試験　共生コース1年専攻科1年学年末試験　３学年卒業旅行（～ 18日）
18 金 学年末試験　共生コース1年専攻科1年学年末試験

認定エステティックセンター試験（２次）（ドリームコース）ドリーム保護者会
20 日 日本語ワープロ検定
21 月 進路に関するＨＲ活動（1年）履歴書指導（２年）

（特別支援教育部）現場実習（共生1年・専攻1年）～３／４
24 木 ３年生出校日（終日）
25 金 ３年生出校日（終日）　卒業式練習　寮点検

奄美看護福祉専門学校説明会（６Ｈ　２年生希望者のみ）
28 月 ３年生出校日　前日表彰（３年のみ）・同窓会入会式・卒業式練習・特別作業（４Ｈ）

※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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