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人工芝サッカー場完成
日章学園

鹿児島教育事務所

木 元

所長

浩一郎

今 月， 待 ち に 待 っ た 念

今月27日（日）には，鹿児島育英館中学

願の人工芝サッカー場が

校と鹿児島城西高等学校のサッカー部員を

鹿児島城西高等学校正門

中心に姉妹校の日章学園中学校・高等学校

出入口前方の山を取り崩

のサッカー部を宮崎から招いて，オープニ

して完成します。鹿児島

ングセレモニーを開催する予定です。

城西高等学校と鹿児島育英館中学校のサッ

これまでも本校は「好きなことを学んで

カー専用グラウンドです。名称は「半端な

プロの道を目指す学校」として，野球・サッ

い人工芝サッカー場」です。名称について

カー・ゴルフのプロ選手を始め，専門技能

は，みなさんご察しのとおり第87回全国

を学んだ卒業生は，美容・エステ・調理・

高等学校サッカー選手権で本校が全国準優

芸能など幅広く各分野でプロとして数多く

勝した時，活躍した本校の大迫勇也選手に

活躍しています。この人工芝サッカー場の

対して対戦校の生徒が発した「大迫半端な

完成で，さらにＪリーグで活躍する卒業生

いって」から取っています。2018年のユー

が数多く輩出されることに期待しています。

キャン新語・流行語大賞でもトップテン入

在校生の皆さんはもちろん，保護者の皆

りしています。グラウンドは，今後，鹿児

様も是非，来校された折りには「半端ない

島城西高等学校のサッカー部を中心に使用

人工芝サッカー場」をご覧いただければと

していきますが，これからは，体育祭もこ

思います。人工芝とともに山を切り開いた

の人工芝サッカー場で実施する予定です。

法面（斜面）は，半端ないの名のとおり壮

令和元年9月24日に造成工事起工式を

観です。

執り行い鹿児島城西高等学校の正面正門前

これからも学校では，生徒の教育活動を

の山の木々を伐採・取り崩し整地して約2

充実させるために施設・設備を計画的に整

年半の歳月をかけ，スクールバス駐車場や

備して行く予定です。今後とも保護者の皆

職員駐車場など周辺整備も併せての完成と

様方のご理解・ご協力をよろしくお願いい

なりました。

たします。
－1－

３学期が始まりました!!
１月11日(火) ３学期始業式が行われました。校長の式辞では本校卒業生の活躍や，部活動の活躍な
どが紹介されました。また，令和４年の日章学園スローガンの発表があり，
「為せば成る」になりました。
令和４年も鹿児島城西高等学校生の活躍を期待しています!!

～登校時～

元気に登校しています!!

あいさつをして登校しています!!

～ HR時～

厳粛な雰囲気で始業式を迎えています

担任の先生に新年のあいさつができました！

－2－

吹奏楽部

クリスマスコンサートで演奏を披露
12月20日(月)，吹奏楽部によるクリスマスコンサートが本校スリーオンコートで開催されました。
曲目は，
「クリスマスソング」
「サンタが街にやってくる」などのクリスマスソングメドレーも奏でまし
た。中盤はチアリーディングや進学体育科３年生がサプライズで登場し，クリスマスコンサートを盛り
上げてくれました。

クリスマスコンサート

調理科２年Ａ組
大田 悠貴 君
（坂元中出身）

調理科１年Ａ組
有村 菜花 さん
（川内北中出身）

私たち吹奏楽部は，12月20

高校に入り，２度目のス

日
（月）
にスリーオンコートで

リーオンコートでコンサー

クリスマスコンサートを開催しました。今回も少

トがありました。今年は，１，２年生のみで

し緊張しましたが，日頃の成果を発揮すること

の演奏で緊張しましたが，吹奏楽部の３年

ができてよかったです。チアリーディング部や進

生や進学体育科の３年生が歌を歌ってくれ

学体育科の３年生の協力もあり，クリスマスコン

たおかげで楽しく演奏することができまし

サートを盛り上げることができたと思います。ま

た。これからも，演奏を通して学校生活を

た，吹奏楽部では，新入部員を募集しています。

盛り上げていけるように日々練習に励んで

興味のある方は，音楽室に遊びに来てください。

いきたいです。
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男子サッカー部

2021 MIZUNO wintercup Ｕ－16 ルーキーリーグ出場
12月18日（土）か ら20日
（ 月 ）， 静 岡 県 御 殿 場 市

時 之 栖 ス ポ ー ツ セ ン タ ー で「2021 MIZUNO

wintercup Ｕ-16 ルーキーリーグ」が行われ，男子サッカー部１年生29名が出場しました。高校１年
生を対象にして全国各地で予選が行われ，九州地区の高校１年生を対象にした「球蹴男児リーグ」で本
校男子サッカー部が２位となりました。その結果，九州地区第二代表として鹿児島城西高等学校，九州
地区第一代表として東福岡高校が全国大会への出場権を獲得しました。
【予選の結果】
◦鹿児島城西 vs 浜松開誠館

０－０

◦鹿児島城西 vs 仙台育英

３－１

◦鹿児島城西 vs 瀬戸内

０－１

以上の結果でリーグ３位となり，残念ながらトーナメント進出を果たすことができませんでした。し
かし，１年生で全国大会に出場できたことは，今後の鹿児島城西サッカー部として勢いをつけることに
つながったと思います。肌で感じたことを日常のトレーニングに還元し，更に強くなれるよう常勝軍団
を目指して頑張ります。

試合に出場した選手たち

富士山を背景に記念撮影

進学体育科１年Ｂ組
坂上 日向 君
（清水中出身）

進学体育科１年Ｂ組
福岡 想太朗 君
（鹿児島育英館中出身）

先日行われた全国大会に

鹿児島城西高等学校とし

出場しました。各地域から勝

て久しぶりの全国大会出場で

ち上がってきた強豪校と試合をすることで多く

した。緊張感がある中で各地の強豪校と試合を

の経験を積むことができました。今回で自分の

することができ，大きな経験を積むことができま

練習量，サッカーに取り組む意識を改めようと

した。この経験を活かし，県内の三大大会すべ

思いました。この経験を活かし，新人戦，高校

てで優勝できるように精いっぱい頑張りたいと

総体，選手権の三冠を達成します。

思います。常勝する強いチームにしていきます。
－4－

COLLECTION2021

～ glorious 煌めき～

12月18日（土）かごしま県民交流センターの県民ホールで，ファッションショーを実施しました。
ファッションデザイン科の１年生から３年生まで，自分で作った服を自らがモデルとなりステージを歩
きました。授業以外にも放課後や自宅でコツコツと作品制作に取り組み，
感動溢れるファッションショー
になりました。

フォーマルドレス ３年生

デニム作品 ３年生

個性が煌めくドレス ３年生

スーツ ３年生

モノトーンのセットアップ ２年生

ワンピース ２年生

初めての作品 スカート １年生

ファッションデザイン科３年
磯長 美里 さん
（桜丘中出身）
先日，県民交流センターでファッションショーを行いました。コロナ禍の中，大
きな舞台で，たくさんのお客様に見ていただくことができて，とてもうれしかった
です。このショーのために，１年生から３年生まで放課後にも制作に取り組み，無
事に成功することができて心から安心しました。私たち３年生の発表の場は最後でしたが，後輩たち
にはこの伝統を引き継いで，来年もファッションショーができるように頑張ってほしいと思います。
寒い中，足を運んでいただきありがとうございました。
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鹿城西フットサル部
鹿児島城西高等学校フットサル部は，学業との両立を図り，体を動かすことで健全な精神を育むこと
を目的に日々練習しています。昨今は，新型コロナウイルスの影響で例年開催されている大会が延期や
中止となり，練習に対する意欲を保つことが難しい中でも練習に励んでいます。今年の５月には，全日
本ユースU－18フットサル大会鹿児島県大会が開催の予定です。実際に開催されるかはまだ分かりま
せんが，次の大会に向けて今できることを積み重ねていきたいです。

県大会に参加しました

開会式

社会人との練習試合

卒部式

調理科１年B組
宮島 心 君
（星峯中出身）
私たちフットサル部は，少ない人数ではありますが，工夫をすることで個々
のレベルアップのできる練習メニューを考え取り入れています。コロナ禍で
大会が中止になる状況が続いていますが，来たるべき日のためにこれからも頑
張っていこうと思います。
－6－

けん玉部
けん玉部は令和４年度で創部４年目を迎える，本校の中でも新しく設立
された部活動の一つです。現在は３年生３名，２年生２名，１年生２名の
７名で活動しています。毎週水曜と金曜の週２回，放課後に学校で練習を
しています。これまで検定の取得やラジオ番組への出演などの活動をして
きました。興味がある人はぜひ体験に来てください！お待ちしています！

MBCラジオに出演しました

真剣な眼差しで臨む検定の練習

普通科３年Ａ組
美井野 里奈 さん
（天保山中出身）

普通科１年Ｆ組
川原 颯人 君
（修学館中出身）

私は３年間けん玉部に所属

私は小学生のころけん玉

し，今年度は部長として部員

をやっていたことと鹿児島城

のみんなと楽しく活動をしています。１年生のと

西高等学校に入学する前に，けん玉部の動画を

きに入部し，先生に様々な技を教えていただき，

見て，興味が湧き入部しました。入部してから

日本けん玉検定，グローバルけん玉検定ともに

は技のコツを教えてもらいながら練習し，色々

１級を取得することができました。学年が上が

とできるように頑張っています。簡単な技も多

る毎に後輩ができ，けん玉を教わる側から教え

いので，未経験の方も体験に来てください。

る側へと変化して不思議な感じがします。これ
からもけん玉部をよろしくお願いします。

－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
新☆寮長と副寮長で新しい風を吹かせます！
～楽しい寮生活になりますように～

３年生が退寮をしていく中，新しい寮長と副寮長の３人が決まりました。毎年，前寮長と副寮長で話
し合い，推薦された３人を寮監長と寮監で承認し決定します。12月に決定し，１月から点呼などの実
務に従事しています。慣れない中ではありますが，
新しい雰囲気作りを頑張ってくれています。新寮長，
副寮長のコメントをご紹介します。

普通科２年Ｃ組
中村 愛香 さん
（大崎中出身）
前寮長と副寮長から，寮長
に推薦された時には，私に務
まるかとても不安でした。先輩方が築き上げてく
ださった規律を引き継ぎ，ルールを皆が守れる，
メリハリある女子寮にしていきたいと思います。
また，４月に入寮する新入生も，楽しい女子寮
生活を送れるよう環境作りをしていきたいと思い

左から 原口さん・中村さん・大原さん
（写真撮影時のみ，マスクを外しています）

ます。
これから１年，よろしくお願いいたします！

ヘアーデザイン科２年
原口 奈々 さん
（鹿屋東中出身）

進学体育科２年Ａ組
大原 希来里 さん
（知覧中出身）

私 は， 女 子 寮 の 副 寮 長 に

私は今回，副寮長になり

なって，全員が寮の規則を

ました。寮生活では，部活

守って，気持ちよくあいさつのできる寮にし

動との両立も，大変だと思うことはあまりな

たいと思っています。

く，同じ部屋のメンバーはもちろん，みんな

先輩から話があったときは，自分でいいの

で助け合いながら，毎日楽しく過ごしていま

か不安もありましたが，任せてくださった先

す。規則を守り，住みやすい寮にしていける

輩方や寮監長の期待に応えられるように，責

ように頑張りたいと思います。

任感を持って最後までやり抜きたいです。

１年間，よろしくお願いします。

－8－

～新生徒会役員紹介～
12月の任命式を経て新生徒会役員での活動が始まっています。先輩方から引き継いだ伝統を胸に，活
発な活動を行ってほしいと思います。今回は新生徒会役員の生徒に一言ずつコメントをもらいました。
今後の更なる活躍に期待しています!!
生徒会長
調理科２年Ｂ組
大迫 俊介 君（吹上中出身）

この度生徒会長に就任しました大迫俊介です。私は昨年度も生徒会役員として活動
してきました。初めてのことばかりで分からないことや思うように動けないこともあり，
悔しい思いもしました。今年度は悔しい思いをしないよう，生徒会長としての責務を全
うします。そのためにも周りを動かせるリーダーシップを身に付け，他の生徒会役員・
生徒の皆さんと共にこの鹿児島城西高等学校を築き上げていきます。よろしくお願いします！
副会長
普通科２年Ｂ組
堂園 眞帆 さん（入来中出身）
今回生徒会副会長に就任しました，
堂園眞帆です。昨年の反省と経験を
生かして頑張ります。良い思い出を
作り，一緒に楽しい学校生活にしましょう！よろしくお願
いします。

副会長
普通科１年Ａ組
宮元 友里 さん（桜島中出身）
今回生徒会副会長に就任しました，
宮元友里です。副会長として，会長
や他の生徒会役員のサポートができ
るよう頑張ります。これからよろしくお願いします。

保健部長
トータルエステティック科１年
永野 優空 さん（星峯中出身）

文化部長
普通科２年Ｂ組
二宮 大空海 君（別府中出身）

私は，初めて生徒会役員になりま
した。まだ，右も左もわからない状態
ですが，生徒の手本になるような生
徒会役員になりたいです。生徒会役員や先生方と協力し
ながら頑張ります。

昨年から１年間生徒会をして，やり
きれなかったことがあったので，今回
は最高学年としての意識を持ち，より
良い学校にできるよう，他の役員と協力しながら活動した
いと思います。

図書部長
社会福祉科１年
川畠 はなび さん（種子島中出身）
立会演説会を経て，図書部長に任
命され数週間が過ぎました。生徒会
役員としてクラスマッチに参加しまし
た。すべてが初めてで，不安な面もありますが，精一杯頑
張ります。よろしくお願いします。

体育・応援部長
調理科２年Ａ組
新村 隼翔 君（松元中出身）
昨年に引き続き生徒会役員に就任
しました。体育部長と応援部長の２
つを兼任させたいただきます。昨年
の経験を生かし，会長の支えになるよう自分の責務を全う
していきます。よろしくお願いします。

風紀部長
ファッションデザイン科２年
篠山 音笑流 さん（錦江中出身）
生徒会役員全員で，先輩方が築い
てきたものを引き継ぎ，更に良い活動
が行えるよう自分自身も頑張っていき
たいです。これからよろしくお願いします。

整美部長
ホテル観光科２年
宮内 風羽 君（伊集院中出身）
初めての生徒会役員ということもあ
り不安な部分もあります。自分の仕事
をしっかりこなし，更に自分自身にで
きることがないかを考え，積極的に活動していきます。よ
ろしくお願いします。
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生徒会トピックス

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

教

務

部

か

～為せば成る～

ら

～ 専門知識及び一般教養の学力の向上を目指して ～

資 格 取 得

好きなことを学びプロの道を目指そう！

鹿児島城西高等学校は資格取得推進校として，卒業までに多くの資格・検定に挑戦することを勧めて
います。資格取得をすることで，進学や就職へ大きな影響を与えることもあります。次の表を参考にし
て，今後の目標を立ててみてはいかがでしょうか。

学

科

名

ヘアーデザイン科

在学中挑戦できる資格
(全学科共通)

学 科 特 有 の 資 格
美容師国家試験受験資格
ネイリスト技能検定３級
JBCAビューティーコーディネーター検定３級

日本エステティック協会認定エステティシャン
メイク修了証
トータルエステティック科 ネイリスト技能検定３級
アロマコーディネーター修了証
OPIベーシックネイルケア＆カラー修了証

普通科

MOS試験(マイクロソフトオフィススペシャリス
ト)
アプリケーションコース
CS検定(コンピューターサービス技能評価試験)
ITパスポート(国家資格)
芸術文化コース
パティシエコース
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

福祉共生専攻科

日本漢字能力検定
実用数学技能検定

ＪＤＡＣ認定ダンス指導員（初級・２級）

実用英語検定

製菓衛生師国家試験受験資格（３年次受験）

サービス接遇実務検定

介護福祉士国家試験受験資格（３年次受験）
介護検定
日本赤十字社救急法

秘書技能検定

レストランサービス技能士国家資格３級
ホテルビジネス実務検定
サービス接遇実務検定
ビジネス実務マナー検定
温泉ソムリエ

日本語ワープロ検定
色彩検定
危険物取扱者資格

調理師免許（卒業時取得）
専門調理師技能技術考査（学科試験）
食育インストラクター

ボイラー取扱者技能講習修了書
防火管理者資格

全商簿記実務検定
日商簿記検定
電卓計算能力検定
日本情報処理検定
ビジネス文書実務検定
ビジネスコミュニケーション検定

ビジネス実務マナー検定

全国高等学校家庭科被服製作技術検定(和服・洋
服)
小原流華道初級科認許状
ファッション販売能力検定
介護職員初任者研修
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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

端正な容儀とは……
３月になると，３年生は卒業式を迎えます。２年生は研修旅行が２日から始まります。今一度，自身
の身なりについて見直してみませんか。鹿児島城西高等学校の制服は誰が見ても，遠くから眺めても，
すぐに私たちの制服だと分かる形状や色をしています。だからこそ，極端に短いスカートや，ブレザー
のボタンが外れているのが目につきます。極端な着崩しが良いと思っている人さえいます。自分の格好
は鏡を見なければわかりませんが，他人からは不格好にしか見えません。
ルールの範囲で生活する術を今私たちは練習しています。オンとオフの切り替えを意識できるように
なりましょう。

最近目立つ容儀違反
女子編

〇 靴下が短い。
〇 スカートの丈が短い。
〇 ロングヘアーにもかかわらず，ゴムなどでくくっていない。
正しい頭髪・着用例

男子編

〇 目にかかる長めの前髪。
〇 シャツの第一ボタンをとめない。
〇 ベルト忘れ。
正しい頭髪・着用例

容儀検査……全校生徒一斉に行っています
これ以外にも生徒指導部を中心に声掛け，指導をしています。特に登下校時に呼び止めて，改善させ
ています。しかし，廊下で指導した生徒に会うと，また同じようにスカートは短くブレザーの前ボタン
が外れています。指導されたのはなぜなのか理解していないことになります。中には登校時しっかりで
きていた生徒が容儀違反をしていることが残念です。誰も見ていなければ何をしても良いという考えは，
あらゆるところで垣間見えます。１年のまとめの月に入ります。どのような行動をとればよいのか，改
めて考える時期ではないでしょうか……。
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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～

入学前の課題取組
昨今，専門学校や短大・大学進学者に対して，入学前の課題提示をされる学校が増えています。短大・大
学進学者は，ほとんどの場合オンラインでの課題提出や学校側から指示された課題図書を購入し，レポート
提出をするようになっており，専門学校も同様，入学前の課題として課題集が届いています。
特に，ここ２，
３年前から課題提出が増えており，学びに対する動機付けを行うとともに，一足早く学校
に親しんでもらうことを目的としており，入学後にスムーズに学びに取り組めるようにするためのものとし
て位置づけられています。また，事前授業も計画されている場合もあり，参加することを促しています。
事前授業の内容も，勉強方法や課題についての解説，ノートの取り方，ライフステージにおける仕事
内容，必要な基礎知識など様々なようです。コロナ禍になり，オンライン化が進んだことで，ZOOMや
harutaka，Teamsといったリモート専用アプリを使ったものもあります。
現在，３年生は自宅学習期間に入り，少し余裕のある日々を過ごしていることと思いますが，課題に真剣
に取り組み，必ず期限内提出をするようにご家庭でもご指導をお願いします。

進路活動スケジュール
２月に入りいよいよ進級が目の前になります。当然，進路決定が近づくということです。入学当初，どん
な目標や夢を持って入学したのかを再度思い出し，そのための情報収集をしましょう。特に，履歴書には資
格取得を記入する欄があります。その欄に一つも資格がないというようなことがないように，計画的に資格
取得に励んでほしいものです。また，進学者はボランティア活動にも取り組んでほしいと思います。これは，
進学先の資料として校外でのボランティア活動を明記する場合があります。また，推薦受験の際にも有利に
働きます。おそらく，大学改革に伴う入試の変化があり，入試がより多様化されている結果だと感じます。
勉学のみならず，社会貢献度も重視されるようになってきました。高校生が参加できるボランティア活動に
是非，取り組んでほしいと思います。
下記は３年次の進路活動スケジュールです。参考にして頂き計画的に取り組んでいきましょう。
４月 進路希望調査 家庭訪問（進路確認）
５月 常識テスト 二者面談（担任と生徒）中間試験
６月 外部講師面接 進路ガイダンス（企業）学園併設校説明会
７月 期末試験 三者面談
８月 三者面談 進路決定（就職・進学ともに）履歴書書き 総合型エントリー
９月 出陣式 就職試験開始 就職先内定（一次）公務員試験（地方）
総合型選抜試験【進学】
１０月 進学者受験手続き開始 公務員試験
１１月 大学・短大・専門学校推薦試験
１２月 進学者入試結果
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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

本校を視察してみませんか
本校ではより多くの方々に魅力を知っていただくために，中学校の生徒やＰＴＡの方々を対象に視察
受け入れを行っています。校内を視察する際は，各学科・コースの説明を生徒が行い，日頃学んでいる
専門技術を披露します。令和２年からはコロナ禍の影響もあり，来校者も減少しました。昨年は令和２
年度よりも来校者は増えましたが，まだまだコロナ禍前の状況にはほど遠いです。令和４年は少しでも
多くの方々に来校いただき，以前のように多くの方々が来校し視察ができる状況になっていることを願
います。

普通科パテシエコースによる説明

普通科芸術文化コースによる説明

社会福祉科による説明

調理科による説明

在校生による出身中学校へのあいさつ
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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～

社会体験学習開催！～映画鑑賞・テーブルマナー教室～
校外活動や公共施設の利用を通して，余暇活動に対する興味･関心を高め，社会生活の中でのルールやマ
ナー等の向上をねらいとした社会体験学習を開催しました。
普通科共生コースと福祉共生専攻科の生徒は，令和３年12月22日
（水）
（木）に２班に分かれ，
，23日
TOHOシネマズ与次郎での映画鑑賞，サンロイヤルホテルでのテーブルマナー教室を体験しました。
特にテーブルマナー教室では，講師の先生から西洋料理のナイフとフォークの使い方やテーブルマナー
の歴史など様々なことを学ぶことができ，生徒にとって非常に良い勉強となりました。今回の社会体験学習
で学んだことを今後の生活にも活かしてほしいです。

講師の先生からテーブルマナーを学びました

緊張しながらも，マナーを守って食べることができました

自分たちで育てた野菜を販売しました！
～ゆすいん マンスリープロジェクトに参加～

令和３年12月22日
（水）
に普通科共生コースの２年生が「日置市伊集院健康づくり総合施設ゆすいん」で
のマンスリープロジェクトに参加しました。今回は，園芸の授業で育てたわさび菜とじゃがいもを販売し，
お客さんに大好評でした。参加した生徒たちも，自分たちで接客・販売できたことが非常に嬉しかったよう
です。
普通科共生コースの園芸の授業では，年間を通して，白茄子・かぼちゃ・冬瓜などの季節の野菜を作って
います。授業を通して，野菜を育てることの大変さや食べ物のありがたさなどを感じてほしいです。

季節の野菜を育てています

自分たちが育てた野菜が売れると嬉しいです！
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

特別支援教育部から

感謝のヘアサロン
12月13日（月）ヘアーデザイン科の卒業記念行事であるサンクスプロジェクトが実施され，初めての
お客様として家族の方々をお招きしました。
保護者の方々の髪のセットやネイルケア，シャンプーブローなど行いました。慣れない手つきながらも
一生懸命に取り組んでおり，最初は不安そうだった保護者の方々も仕上がりにも満足されたようでした。
施術後は，それぞれ記念写真を撮り，皆さんいい笑顔で写真に収まっていました。
閉会行事では，この３年間支えてくださった保護者への感謝の言葉を手紙にしたため発表しました。い
つもは素直に伝えられない言葉に，もらい泣きする生徒や感激して涙する保護者もおられました。

美の知識を学ぶ！

ヘアーデザイン科３年
相星 愛美 さん
（紫原中出身）

ヘアーデザイン科３年
赤崎 光 さん
（伊集院中出身）

私は先日行われた感謝の

先日行われた感謝のヘアー

ヘアーサロンで母にシャン

サロンで，私は母にシャン

プーとカット，ヘアアレンジをしました。

プーとヘアアレンジをしてあげました。

日頃ヘアアレンジをしない母は，とても喜ん

普段，母にしてあげられないことを，この機

でくれて本当にうれしかったです。

会にしてあげることができました。

早く一人前の美容師になって，カラーなどの

母には18年間たくさん支えられてきたので，

施術をしてあげたいです。

感謝を伝えることができてよかったです。
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認定エステティシャン実技試験を終えて
本校のトータルエステティック科では３年間でエステティックに関する基礎理論・技術を学び，３
年生時に日本エステティック協会主催の「認定エステティシャン」という資格取得を目指します。実
技試験を合格した生徒のみ，筆記試験を受けることができます。
本年度も，18期生の３年生24名が令和３年12月７日
（火）
（金）の４日間，認定エステティ
～10日
シャン実技試験（フェイシャル・ボディ）を受験しました。週２回の実習以外でも，放課後を使い，
難しい技術や理論を習得しながら，24名一丸となって全員合格を目指し試験に挑みました。
無事に18期生24名全員が実技試験に合格し，次は２月18日
（ 金 ）に行われる筆記試験を受験しま
す。３年間の集大成としてこれまで学んだことを活かし，筆記試験も全員合格を目指して頑張ってほ
しいと思います。
実技試験を終えた３年生の感想と筆記試験に向けた意気込みを紹介します。18期生の全員合格！応
援よろしくお願いいたします。

美への探求

トータルエステティック科３年
川井田 汐梨 さん
（市来中出身）

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）

認定エステティシャン実技

認定エステティシャン実技

試験では３年間学んできた

試験を終えて，安心と次の

ことを発揮することができました。試験当日は，

筆記試験への緊張があります。しっかり練習し

いつになくとても緊張しましたが，無事終わっ

て無事合格できてとてもうれしかったです。今，

てほっとしています。試験中に感じた緊張感を

勉強したことは絶対に将来影響すると思うので

忘れず，次の筆記試験でも悔いのないように，

忘れないようにしていきたいです。次の筆記試

合格を目指して精進していきます。

験に向けて合格できるように最後の最後まで頑
張りたいと思います。

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）
12月に実技試験があり，
今度は筆記試験がありま
す。みんなで合格を目標に一生懸命取り組み，
悔いの残らないようにしたいです。

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）
認定エステティシャン実
技試験は合格できました。
２月に認定試験の筆記試験があります。筆
記試験も全員合格できるように，しっかり勉強

高校生活では，最後の試験になります。緊
張感がでてきましたが焦らずに，自分の力を
信じて認定試験の筆記試験を合格で終わりた
いです。
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をして最後の最後まで頑張りたいと思います。

３年生へ合格祈願
２学期終業式の日に，１･ ２年生が心を込めて製作した千羽鶴と色紙の贈呈式がありました。１･
２年生が限られた時間の中，素敵な贈り物を準備してくれたことに，３年生は照れながらも感謝の気
持ちをもって受け取っていました。
現在，介護福祉士国家試験の結果待ちの３年生ですが，後に続く後輩たちによい報告をすることが
できるよう祈るばかりです。

先輩たちの合格を祈念します

結果後もこの笑顔が見られますように

社会福祉科１年
榎田 桜生 さん
（伊集院北中出身）

社会福祉科２年
岩元 天泉 さん
（武岡中出身）

私たち１年生は，３年生の

１・２年生全員で心を込

国家試験合格を願って折り

めて折った千羽鶴を作りまし

鶴を製作するとともに，感謝の気持ちを込めて

た。先輩たちにその気持ちが届き，国家試験受

応援メッセージを書いた色紙をプレゼントしま

験を頑張る糧になってくれたら嬉しいです。

した。

国家試験は例年１月末に実施されていて，い

これまで先輩方は，手話歌を丁寧に教えてく

よいよ来年は私たちの出番です。まだ，国家試

ださったり，進路体験発表では，就職先や進学

験に向けて，勉強方法等具体的に考えていませ

先についても詳しく教えてくださり，多くのアド

んが，３年生の先輩方の努力する姿勢を見習い，

バイスをいただきました。全員が無事国家試験

自分も来年頑張りたいと思います。

合格の結果を受け取ってほしいと思います。

３年生の先輩方，本当にお疲れ様でした。
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～鹿児島県高校新人大会に向けて～
，男女バレー１月22日
鹿児島県高校新人大会が，男子サッカー１月17日
（月）～ 23日
（日）
（土）～
24日（月），駅伝部２月10日
（木）に実施されます。今年も各部活動，新チームの活躍が楽しみです。
空手道部，卓球部はすでに新人戦が行われており，男女空手道部，卓球部ともに優勝しています。こ
れから大会のある部活動は今年一年良いスタートが切れるように全力で闘ってほしいと思います。今
年も鹿児島城西高等学校の名を全国に鳴り響かせてほしいです。
各部の選手に意気込みを聞きました。

キャッチ
フレーズ

男子サッカー部

駅伝部
進学体育科２年Ａ組
猩々 晴天 君
（大口中央中出身）

進学体育科２年Ｂ組
小堀 優翔 君
（谷山北中出身）

私たち駅伝部は，２月に

私たちサッカー部は，１

ある県高校新人駅伝に出場します。昨年は，

月16日
（日）
から新人戦が始まりました。サッ

３位と悔しい結果となりましたが，今年は２

カー部の目標は，県内無敗です。新人戦・イ

年ぶり３回目の優勝に向けて，私が主力とな

ンターハイ・選手権と優勝するために，その

り，優勝を決定づける走りをしたいと思いま

最初の大会です。
今年は三冠を取れるように，

す。また，日頃からお世話になっている方々

目の前の一試合，一試合を勝ち，
「鹿児島城

への感謝の気持ちを忘れずに，結果で恩返し

西の年」と言われるように，チーム全員で頑

します。

張ります。

女子バレーボール部

男子バレーボール部
進学体育科２年Ａ組
田之脇 圭亮 君
（頴娃中出身）
今年のチームは新人戦，

進学体育科２年Ａ組
田原 春妃 さん
（和田中出身）
県新人大会では，一人一

九州総合選手権，総体，春高の四冠を目標に

人が攻めの姿勢を忘れず，それぞれの持ち味

しています。どこの高校にも負けない元気と

を発揮し19名全員で勝ちを目指したいと思

チーム力で目標である県１位を勝ち取れるよ

います。新型コロナウイルスの影響で無観客

うに頑張りたいと思います。また，日頃の練

での大会になりますが，感謝の気持ちを忘れ

習の成果が100％発揮できるように頑張りま

ず大会に臨みたいと思います。応援よろしく

す。応援よろしくお願いします。

お願いいたします。
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第３回 保護者への感謝の集い
12月17日（金） 卒業記念行事「第３回

保護者への感謝の集い」を実施しました。

今年で３回目を迎える保護者への感謝の集いは，本コース３年生が専門授業を通して学んだ技術と
知識を活かして制作した作品をプレゼンテーションにて保護者の方々に披露し，自身の成長とこれま
での感謝の気持ちを伝える行事です。
プレゼンテーションでは，プログラミングの技術を応用した小型ドローンの飛行制御の実演やグ
ループで制作したシューティングゲーム，生徒それぞれが企画・制作したホームページ作品などが披
露され，生徒たちの大きな成長を感じる発表となりました。当日，出席いただいた保護者の方々も生
徒たちの努力の成果を実感してくださったと思います。
集いの最後には，３年間の高校生活を応援してくれた保護者に向けて，感謝の気持ちを手紙で伝え
ました。日頃素直に伝えることのできなかった感謝の想いを伝える良い機会となりました。

プログラムでドローンの飛行制御する作品の説明

個性あふれる作品を発表してくれた３年生

アプリケーションコース３年Ａ組
多良 幸真 君
（星峯中出身）

アプリケーションコース３年Ａ組
山下 敦史 君
（川内南中出身）

感謝の集いでは，クラス

僕は，保護者への感謝の

メイトの３年間をまとめた動

集いで，保護者の方々に配布

画制作に関わり，撮影を担当しました。友人一

するしおりをデザイン制作しました。卒業後は，

人一人の思い出のコメントを撮影しながら，自

デザインを学ぶため専門学校に進学をします。

分自身も親への感謝の気持ちが強くなっていき

しおりの制作では，高校で学んできた専門ソフ

ました。当日，出席いただいた保護者の方々に

トを使い，実際にデザインを形にしていく作業

映像を披露し，高校生活を支えてくれたことへ

を体験し，とても勉強になりました。高校での

の感謝の気持ちを伝えることができて本当に良

学習を通して将来の夢を見つけ，卒業後も夢を

かったです。卒業後も感謝の心を忘れず，色々

叶えるため進学を希望した僕を応援してくれて

なことに挑戦し，更に成長した姿を見てもらい

る両親に心から感謝しています。少しでも親孝

たいと思います。

行ができるよう，今後も頑張っていきます。
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令和３年度冬季校外ホテル実習頑張りました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で接客～

ル実習を行いました。
１年生は入学後初めての実習，２年
生は２回目に実習として，それぞれ目
標を持って取り組み，受け入れ先の各

ホテルレクストン鹿児島宴会実習

の各ホテルで，約１年ぶりに校外ホテ

旅館吟松ロビーサービス実習

計35名の生徒が，鹿児島県内14か所

鹿児島サンロイヤルホテル宴会・
レストラン実習

ホテル観光科１年生20名，２年生15名

ホテル霧島キャッスルフロント実習

12月６日
（月）
～ 12月24日
（金）
まで，

ホテルから，とても良い評価をいただ
きました。
実習先ホテル関係や保護者の皆様に
対し，無事終えられましたことに心か
ら感謝申し上げます。
また，２月21日
（月）
から約１か月間，
春季校外ホテル実習を予定していま
す。次の実習に向け，更に技術向上を
目指します。
以下に，実習の様子をご紹介します。

令和３年度レストランサービス技能士国家資格

合格おめでとう!!

～「おもてなしの心と素敵な笑顔」で合格～
全国の高校で唯一受験資格を有する，レストランサービス技能士国家資格3級に，ホテル観光科3
年生1名，2年生10名，計11名が合格しました。
8月の1次試験（学科）に合格後，11月の2次試験（実技）合格のために練習を重ね挑んだ結果，
実際に合格通知を手にした生徒は，合格したことを心から喜んでいました。
以下に合格者をお知らせします。合格おめでとうございます。

令和３年度 ３級レストランサービス技能士国家資格合格者
３年生
２年生

吉田 有良 さん（甲南中）
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）
神尾 苑子 さん（伊敷中）
下青木 梨々華 さん（川内南中） 田中 美咲 さん（川内南中）
德留 心美 さん（万世中）
長谷川 茉夢 さん（鹿屋東）
計11名
－20－

調理科卒業記念行事

第41回保護者への感謝の集い

～今できる精一杯をお弁当箱に詰めて……～
去る12月10日
（金），調理科卒業記念行事 第41回保護者への感謝の集いが開催されました。献立
作成から試作と先生から指導を受けながら試行錯誤を重ねて迎えた本番でしたが，一人一人が今でき
る精一杯の技術で，一品一品に感謝の気持ちを込めたお弁当を一緒に食べるという貴重な時間に，と
ても感慨深く，素敵な思い出になったと思います。
調理科３年Ａ組
中島 桃花 さん
 （吉田南中出身）
「実習着を着た桃
花が舞台に立ってい
るところを見てこ
の学校に通わせて良かったって思った
よ。
」これは感謝の集いで母が言って
くれた言葉です。この言葉を聞いてと
ても安心しました。小学４年生の頃か
ら調理科への進学を決め，私の中で今
までにない熱意を持って成し遂げた唯
一の選択だったので，これまでの私を
認めてもらえた気がしました。私はこ
の行事を通して「美味しい」という言
葉の偉大さを強く感じ，美味しいと言
われることがこんなにも嬉しいことな
んだと改めて感じました。これからも，
美味しさを伝え，立派な調理師になり
たいと思います。

限られたスペースで段取り良く

真剣そのもの……

楽しく調理中♪

弁当に詰める作業は大変(>_<)

調理科３年Ｂ組
金子 力 君

（城西中出身）
感謝の集いを通し
てたくさんのありが
とうを伝えることが
できました。数か月前からメニューを
考え，材料の発注，器材の準備等やる
ことの多く，とても大変でしたが，保
護者も美味しそうに食べてくれまし
た。最後に「ありがとう」のことばと
一輪の花を渡すと，とても喜んでくれ
ました。
この行事に関わってくれた先生方を
はじめ多くの人たちに感謝でいっぱい
です。

親子で楽しい会食(^_^)v♪

後輩たちもお手伝い！！
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ビジネス情報科 卒業記念行事

〜心温まる「保護者への感謝のおもてなし」を開催〜
，３年生の保護者をお招きし，本校視聴覚室で「保護者への感謝のおもてなし」を開
12月17日
（金）
催しました。3年間の授業で学んだことを保護者の前で披露しました。
「プレゼンテーションでの活動
発表」
「電卓早打ちリレー親子対決」
「マジックショー」を行い，これまで支えてくださった保護者へ
感謝の気持ちを表しました。３年生は，保護者への感謝の気持ちを込めた手紙と商品開発したスイー
ツを贈り，様々な実演や演出を行う子どもたちの成長した姿を見て，保護者の方々はとても嬉しそう
な表情を浮かべていました。心温まる一日となりました。
Days Coffeeさんとのオリジナル商品開発の焼き菓子を
保護者にプレゼントしました。

プレゼンテーションでの活動発表

一人一人マジックやバルーンアートを披露し，最後はみんなで大作マジックを
披露し，素敵な笑顔の花を咲かせました。

親子で電卓早打ちリレー対決

生徒代表感謝のことば

ビジネス情報科３年
假屋 亮 君
（紫原中出身）

ビジネス情報科２年
福元 優 さん
（吉野東中出身）

ビジネス情報科「感謝の

私は，３年生の「感謝のお

おもてなし」を終えて，3

もてなし」で司会・進行とし

年間で培った技術と仲間たちとの絆を精一杯

て参加し，お手伝いをすることができ嬉しかっ

伝えることができたのではないかと思いま

たです。また，良い経験となりました。電卓早

す。HR代表として閉会式で感謝のことばを

打ちリレー対決やマジックショーがあり，特にマ

述べました。両親に普段伝えることのできな

ジックショーは迫力があって凄かったです。保

い感謝を伝えることができ，喜んでいる両親

護者の皆様も先輩方もとても楽しそうでした。

の姿に心打たれ，両親の有り難さが身に染み
る良い行事でした。

来年は私たちの番なので，心に残る素晴らし
いものにしたいです。
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被服製作技術検定に挑戦！
ファッションデザイン科では，１年生から３年生まで，後期の被服製作技術検定の実技試験に挑戦
しました。準備期間が短い中，各学年の段階に応じて，１年生は３級のショートパンツ，２年生は洋
服２級のブラウス，３年生は高校生活最後の検定，洋服１級のジャケットに，それぞれ練習を重ねて
取り組みました。実技試験と作品完成の様子について紹介します。

洋服１級の課題は総裏付ジャケット（３年生）

難易度の高い課題が仕上がりました（３年生）

洋服２級のブラウスはえりと袖付けがポイント（２年生）

３級のショートパンツは構成を理解することがポイント
（１年生）

ファッションデザイン科１年
鮎川 怜珠 さん
（天保山中出身）

ファッションデザイン科２年
中村 莉音 さん
（平成中出身）
私たちは，被服製作技術

先日ショートパンツの３級

検定２級課題のブラウスに取

検定がありました。これまで

り組みました。合格するために授業中や放課後

授業や放課後を使って，検定に向けて事前の準

を使って練習を重ねてきました。私は練習の時

備を進めてきました。特に難しいところは，縫い

に，えり部分が上手にできませんでした。その

方や細かい作業です。ポイントが多いので，４

ため，たくさん練習して，少しでもきれいにで

級と比べると全体的に難しくなっています。事前

きるように慎重に取り組みました。みんなで合

準備では，先生に質問したり，友達に聞いたりし

格できるように，祈っています。

て，頑張りました。全員合格を目指します。
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「卒業を前に」


養護教諭

門 前

早 織

本校には，３年生が卒業前に

中学校までとは大きく環境が変わり，３年間早

保護者を招いて，感謝の気持ち

起きをしてお弁当の準備をしたり，元気が無い日

を表す行事があります。各学科

も「頑張って！」と背中を押したり，帰ってきたら

コースとも趣向を凝らしていて，

学校での様子を聞き……寮生活を送る子どもには，

独自の様々な技術や学習の成果

食事は摂っただろうか，体調を崩していないだろ

を披露し，保護者の方のとても喜んでいらっしゃ

うか，困ったことは無いだろうかなど……保護者

る姿を目にします。私も，一職員として生徒や保

の心配事は尽きないことと思いますが，この卒業

護者の笑顔が嬉しくなります。本校の誇れる素晴

前の記念行事を通して，
「３年間鹿児島城西高等学

らしい学校行事だと思っています。

校に通わせて良かった」
「頑張った甲斐があった」

私にも親がいて，自分自身も親になりました。 「うちの子すごく成長しているな」と思っていただ
はたして私は，高校時代に，親に対して感謝の気

けたものと信じています。

持ちを伝えたことがあっただろうか，何かして喜

３年生は，いよいよ３月１日に卒業です。生徒た

ばせてあげたことはあっただろうかと反省します。

ちが主役の大きな節目になる日です。３年間の集

とくに思春期の頃は，照れくさくて，なかなか言葉

大成がそこにあると思います。きっと我が子が頼も

にできないものです。だいぶ歳を重ねた今でもな

しく，心強く思えて，胸が熱くなる瞬間でしょう。

かなかですが。自分が親になって初めて，大変だっ

この晴れの日が，お互いに「ありがとう」と言え

ただろうなと気づくこともたくさんありました。

る日になりますように……。

お知らせ（事務局から）
３年生の２月分学校納付金について
３年生の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。また，諸費・補助教材費の返金がある学科は，２月
分で調整させていただきます。
完納いただけない時には，卒業式に参列できない場合もあります
のでご承知おきください。

【学校納付金振替日】
２月分
２月15日（火）
３月分

１・２年生の本年度分学校納付金について
出費多端な折とは存じますが，３月末日までに完納くださいます
ようお願いいたします。
なお，３月末までに完納できない場合には，進級できないことも
ありますのでご承知おきください。
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３月15日（火）
※必ず前日までに
ご入金ください。

２・３月行事予定
月日

曜日

２／１
2
3
4
5
7

火
水
木
金
土
月

8
9
10
12
14
15
16

火
水
木
土
月
火
水

17
18

木
金

20
21

日
月

24
25

木
金

26
27
28

土
日
月

３／1
2

火
水

3
4
6
7

木
金
日
月

8
9
10
11
14
15
18
22
23
24
29
31

火
水
木
金
月
火
金
火
水
木
火
木

行

事

再試験１日目（卒業学年）
再試験２日目 全校書取５０問（０Ｈ）美容師国家試験（実技）
（～２／５）
再試験３日目（卒業学年） 第５回就職模擬試験（０Ｈ）
卒業認定判定会議 日本漢字能力検定
秘書検定
３年生出校日（４Ｈ） ＨＲ進路指導（１･ ２年 ６Ｈ）
共生コース２年学年末試験（～ １０日）
第７回数学小テスト
学年末試験時間割発表 強化部訪問
（特別支援教育部）専攻科２年保護者会
芸文公演（午後のみ）
（特別支援教育部）現場実習（共生２年）
（～２／ １８）
学年末試験 共生コース１年・専攻科１年学年末試験
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）
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）
学年末試験 共生コース１年専攻科１年学年末試験
エステティシャンセンター試験（筆記）
（ドリームコース）ドリーム保護者会
日本語ワープロ検定
進路に関するＨＲ活動（１年）履歴書指導（２年） 高校生のための合同企業セミナー
（２年希望者）（特別支援教育部）現場実習（共生１年・専攻１年）～３／４ ホテ
ル観光科春季校外ホテル実習（～３／ １８）
３年生出校日（終日）
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学年希望者のみ）
全経電卓検定
日本情報処理検定（前後日）
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（３Ｈ
後昼食特別作業（４Ｈ）
）
第７０回卒業式並びに第１９回福祉共生専攻科卒業式
２学年研修旅行（県内～３日,奄美～４日,関西～５日，北海道～５日）
芸術文化コース研修旅行（～６日）
第８回全校書取
（特別支援教育部）現場実習終了（共生１年・専攻科１年）
美容師国家試験（筆記）
いじめ撲滅週間（アンケート） 恩師への便り指導開始
キャリアパスポート指導（１, ２年）６Ｈ
再試験時間割発表 第８回英語小テスト
部活動生指導 容儀指導（７Ｈ）
再試験（１日目）
再試験（２日目） 忌日祭（※代表者以外は通常授業） 教科書販売
進級認定判定会議
第８回数学小テスト
特別作業（６Ｈ） 愛校デー・ワックス掛け（ＳＢ１９ ～ ２０番線・寮生・ＳＢ利用生徒以外）
教育相談（１６：００ ～）
クラスマッチ （特別支援教育部）社会見学学習 （ドリームコース）社会見学学習
修了式・離任式 （特別支援教育部）第３回保護者会
通知表発送 寮点検
美容師国家試験合格発表
※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

