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南さつま飛びたて高校生事業
令和２年度の「南さつま飛びたて高校生事業」の事業選定が行
われ、以下の３事業が採用された。本校の PR はもちろん、南さつ
ま市の魅力をたくさんの方にお伝えできるよう活動していく。

フリーマガジン Ｍ’
マガ

鳳凰スタンプ：植山 愛莉（卒業生）作
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南さつま市からの横断幕
５月29日に南さつま市から本校へのエールが込められ
た横断幕を贈呈して頂いた。この横断幕は、新型コロナ
ウイルスの影響により、進学や就職など将来に対する不
安を抱えた生徒や、高校総体が中止となり目標を失って
しまった生徒を激励するために作成されたものである。
「コロナに負けるな !! 夢に向かって鳳凰生 さあ今から
だ !!」と力強い応援メッセージが込められた横断幕は、生
徒の集まる広場に面した校舎の入り口に設置されている。
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情熱を注いだ３年間を締めくくる

３年生にとって情熱を注いだ３年間の成果を発揮する舞台である「鹿児島県高校総体」。今年度は新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止のため、５月13日に中止が決定した。高校総体で部活動を引退する生徒も多く、出場予定の選手は
ショックを隠しきれなかった。
「頑張ってきた生徒たちに試合をしてもらいたい」という思いから、３年生のための「メモリアルマッチ」が各競技で
行われた。感染防止対策によって様々な制限はあったものの、選手たちは熱戦を繰り広げ「今まで頑張ってきて良かっ
た」と仲間たちとプレーできた喜びをかみしめていた。

生徒会作成のエール動画「うたエール」
新型コロナウイルス感染症の現場で働く医療従事者へ
向けての応援メッセージを集めた動画を本校生徒会が制
作した。生徒やＯＢから募った37人分の応援メッセージ
を４分間の動画として収めている。
柔らかなＢＧＭに乗せて「最前線で闘い続けてくれる
おかげで安心して生活できます」「看護学生として感染防
止に努めます」などの感謝や決意の言葉のほかに学業・
部活動に励む生徒の写真
が流れる。
本動画は動画投稿サイ
ト「YouTube」にアップ
ロードされており、学校
のホームページから閲覧
可能である。

期日前投票所設置

７月９日 ( 木 )、本校武道館
にて鹿児島県知事選挙の期日
前投票が行われた。当日は18
歳以上の生徒が集まり、思い
を込めて票を投じた。また、
今年18歳になって初めて会場
に訪れた生徒は、投票会場の
厳粛な雰囲気を目の前にして一票の重さを感じ取り、終
始緊張した面持ちで投票を行っていた。
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インフォメーション
学校からのお知らせは下記 URL か QR コード
を読み取ってアクセスしてください。
●鳳凰高等学校ホームページ
http://www.hooh.ed.jp/
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進路実現に向けて奮闘中！

ＣＬＯＳＥ-ＵＰ

～ 活躍する卒業生や鳳凰生に迫る ～

コロナウイルスの影響により思うように動けない状況下であるが、専門課程２年生や高校３年生はそれぞれの進路実

母校で働く卒業生
本校には保健師や助産師の国家資格をもつ看護教員がいる。
本校卒業後に教員として母校に戻り、助産師としての臨床経験を生かした授業を展開する卒
業生の姿に迫る。
な

す

～ それぞれの夢に向かって ～

み なみ

那須 美南 先生（本校看護学科専門課程 助教諭）

───────────────────────────

【経歴】本校看護学科専門課程を卒業後、鹿児島市内の産婦人科に看護師
として勤務。働き方が高く評価され、病院から特別に奨学金をもらいな
がら専門学校へ通学し、助産師国家試験に合格。助産師として臨床経験
を積んだ後、現在は本校看護教員として勤務。

輝く鳳凰生たち

Ｑ４ 助産師になって良かったことは？

病院の中で『おめでとう』と人の誕生に
感動し喜べることです。

産婦さんの思いに寄り添いながら、『生命
の誕生』という奇跡の瞬間に立ち会えるこ
とです。

Ｑ２ 助産師を目指した理由は？
産科で働くのであれば、より専門的な知
識と技術を持って妊産褥婦と関わりたいと
思ったからです。

Ｑ３ 社会人になり学校に通う気持ちとは？

全国商業高等学校協会主催 簿記検定１級会計合格！

SHR・終礼で過去問に挑戦！～介護福祉士国家試験対策～

在校生も様々な場所で活躍している。南
さつま市報や新聞に掲載された記事を紹介
する。

助産師として臨床現場で活躍された那須先生に聞きました！
Ｑ１ 助産師の魅力は？

現のために前向きに励んでいる。コロナに負けず、各自の目標に向かって日々奮闘している生徒たちの様子を紹介する。

私たちは放課後、熊井先生に教えていただいたり、お互い家
で電話で話したりしながら模擬問題や過去問など沢山の問題に
取り組みました。卒業後は事務職などの仕事に就きたいと考え
ています。そのためにも簿記検定は有利になると思い、一生懸
命努力しました。今回合格できたことをとても嬉しく思います。

（メディカルシステム科３年１組 木藤綾香、野ヶ峯千夏）

Ｑ５ 鳳凰生にメッセージを！
“学ぶ楽しみ”を見つけ、自分の目標や理
想の看護師を目指して今を精一杯、一緒に
頑張りましょう！

マークシート導入！～看護師国家試験対策～

総合福祉科では介護福祉士国家試験全員合格を目指しており、
毎日ＳＨＲや終礼の時間に国家試験の過去問題等に取り組んで
います。毎日取り組むことで日頃の勉強の成果も確認でき、読
解力も身に付きます。日々正解率が高くなっているので、これ
からも全員合格を目標に続けていきたいと思います。

（総合福祉科３年２組 上山月維）

オンラインオープンキャンパスに参加

夢に向かう“楽しみ”の反面、責任ある
仕事が自分に出来るのかという“不安”が
ありました。

介護施設で活躍する卒業生
卒業して数ヶ月間。その働きぶりから利用者様や職員の方々の信頼も厚く、率先して仕事を
している卒業生に迫る。
もり

ゆう り

森 結梨 さん（サンシャインきいれ

介護福祉士）
───────────────────────────

▲ 南さつま市報７月号より
３年生にとっても重要な試験である一学期期末考査が先日実
施されました。昨年度からマークシートで試験を受けています
が、普段から国試を身近なものとして意識しながら取り組めて
いると感じます。
（看護学科基礎課程３年７組 有村桃）
看護学科では昨年度より看護学科の看護科目の定期考査に
マークシートを導入しています。看護師国家試験問題は全問
マークシートの選択問題であるため、普段から同様の問題に慣
れることが大切だと考えています。
（看護学科長 直先生）

【経歴】令和２年３月に本校総合福祉科を卒業後、サンシャインきいれで
介護福祉士として勤務。在学中は国家試験全員合格に向けてクラス全員
を引っ張り、卒業式では卒業生を代表して挨拶をおこなった。

介護福祉士として施設で活躍している森さんに聞きました！
Ｑ１ 総合福祉科を選んだ理由は？

Ｑ４ 高校で学び、今の仕事に役立っていることは？

国家資格である介護福祉士になる為の勉
強が高校３年間でできることに惹かれ、総
合福祉科を選びました。

日頃から指導してくださった先生方から
のアドバイスは、全て役に立っています。
「時間や期限を守ること」や「気付き、心遣
い」など基本的なことなど全てです。

Ｑ２ 高校の時の思い出は？
今、一番に浮かんできたのは、国家試験
対策です。
国家試験当日まできつい思いをしながら、
みんなで頑張って勉強したことが思い出で
す。

Ｑ３ 高校生の時にしておいたほうがいいことは？
勉強です。特に復習です。分からないこ
とを分からないままにしないこと。
そして、友人や先生方との思い出作り。
高校生でしか出来ないことがたくさんあり
ます。
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面接試験練習

コロナウイルスのために直接志望校を訪問できなかったため、
オンラインのオープンキャンパスや面接練習会に参加しました。
初めは慣れないオンラインということもあり緊張しましたが、
たくさん質問もでき積極的にリアクションを返すこともでき、
とてもいい機会になりました。

（普通科特進Ⅰ類３年10組 向江優衣）

臨地実習の単位修得に向けて ！
～看護学科専門課程校内演習～

Ｑ５ 今後の目標を教えてください！
お世話になった方々に喜んでいただける
くらいの立派な介護福祉士になって、様々
な方の人生をしっかりとサポートしていけ
るように頑張りたいと思います。

Ｑ６ 後輩へメッセージを！
一人ひとり個性があり、利用者様に合ったケ
アを行っていくなかで学ぶことが多くあります。
毎日が勉強で、出来ることが増えていく達成
感や利用者様からの感謝の気持ちをたくさんい
ただけることにやりがいを感じます。優しい先
輩方も多く、毎日が本当に充実しています。皆
さんも是非一緒に福祉の現場で働きませんか？

▲ 南日本新聞６月３日記事より

放課後に先生方に協力していただき面接練習を行っています。
自分の思っていることを言葉で表現することや、普段使い慣れ
ない敬語を使うことは難しいですが、志望校合格を目指し、全
力を尽くしたいです。 （普通科特進Ⅰ類３年10組 下竹那奈）

当初は今までと違う実習スタイルに不安が大きかったですが、
校内演習だからこそ得られたものがあります。それはグループ
での事例展開により多視点から物事を捉えることができたこと
です。演習が始まり達成感や学びの方が大きく、これを次の臨
地実習に活かせる日を楽しみにしています。

（看護学科専門課程２年１組 新留千晴）
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Ｑ５ 今後の目標を教えてください！
お世話になった方々に喜んでいただける
くらいの立派な介護福祉士になって、様々
な方の人生をしっかりとサポートしていけ
るように頑張りたいと思います。

Ｑ６ 後輩へメッセージを！
一人ひとり個性があり、利用者様に合ったケ
アを行っていくなかで学ぶことが多くあります。
毎日が勉強で、出来ることが増えていく達成
感や利用者様からの感謝の気持ちをたくさんい
ただけることにやりがいを感じます。優しい先
輩方も多く、毎日が本当に充実しています。皆
さんも是非一緒に福祉の現場で働きませんか？

▲ 南日本新聞６月３日記事より

放課後に先生方に協力していただき面接練習を行っています。
自分の思っていることを言葉で表現することや、普段使い慣れ
ない敬語を使うことは難しいですが、志望校合格を目指し、全
力を尽くしたいです。 （普通科特進Ⅰ類３年10組 下竹那奈）

当初は今までと違う実習スタイルに不安が大きかったですが、
校内演習だからこそ得られたものがあります。それはグループ
での事例展開により多視点から物事を捉えることができたこと
です。演習が始まり達成感や学びの方が大きく、これを次の臨
地実習に活かせる日を楽しみにしています。

（看護学科専門課程２年１組 新留千晴）
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南さつま飛びたて高校生事業
令和２年度の「南さつま飛びたて高校生事業」の事業選定が行
われ、以下の３事業が採用された。本校の PR はもちろん、南さつ
ま市の魅力をたくさんの方にお伝えできるよう活動していく。

フリーマガジン Ｍ’
マガ

鳳凰スタンプ：植山 愛莉（卒業生）作
題字：書道部

看護師のたまごによる健康授業

自ら将来を切り開く 未来クルーズ！

メディカ

南薩で生

ルシステム

まれ、これ

科が作成す

からを生き

るフリーマ

ていく高校

ガ ジ ン「 Ｍ ’

生が「未来

マガ」
。今年

を疑似体験

度は取材範

する、束の間のクルーズ船」に擬えた、交流と対
看護学科の生徒が文化祭や地域行事

話の場「未来クルーズ！」を通じて、高校生に未

ま市のみならず、近隣の市まで拡

に参加して健康授業を行う。昨年度は

来の自分を思い描いてもらう。その内容を高校生

大し総力取材する。皆さんに興味

「健康体操」を一緒にしたり、様々な症

自身が成果としてまとめることで、南さつま市へ

囲を南さつ

を持ってもらい、南さつま市に来

状の改善方法についてまとめたりした。

の愛着を持つことや南さつま市で働くことを考え

ていただくきっかけとなるフリー

看護師のたまごたちが健康に役立つ授

るきっかけになる未来を見据えた事業である。

ペーパーを目指す。

業を現在検討中である。

南さつま市からの横断幕
５月29日に南さつま市から本校へのエールが込められ
た横断幕を贈呈して頂いた。この横断幕は、新型コロナ
ウイルスの影響により、進学や就職など将来に対する不
安を抱えた生徒や、高校総体が中止となり目標を失って
しまった生徒を激励するために作成されたものである。
「コロナに負けるな !! 夢に向かって鳳凰生 さあ今から
だ !!」と力強い応援メッセージが込められた横断幕は、生
徒の集まる広場に面した校舎の入り口に設置されている。

県知事選挙

1-2

鹿児島県南さつま市加世田唐仁原1202番地
TEL：0993-53-3633 FAX：0993-52-7974

情熱を注いだ３年間を締めくくる

３年生にとって情熱を注いだ３年間の成果を発揮する舞台である「鹿児島県高校総体」。今年度は新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止のため、５月13日に中止が決定した。高校総体で部活動を引退する生徒も多く、出場予定の選手は
ショックを隠しきれなかった。
「頑張ってきた生徒たちに試合をしてもらいたい」という思いから、３年生のための「メモリアルマッチ」が各競技で
行われた。感染防止対策によって様々な制限はあったものの、選手たちは熱戦を繰り広げ「今まで頑張ってきて良かっ
た」と仲間たちとプレーできた喜びをかみしめていた。

生徒会作成のエール動画「うたエール」
新型コロナウイルス感染症の現場で働く医療従事者へ
向けての応援メッセージを集めた動画を本校生徒会が制
作した。生徒やＯＢから募った37人分の応援メッセージ
を４分間の動画として収めている。
柔らかなＢＧＭに乗せて「最前線で闘い続けてくれる
おかげで安心して生活できます」「看護学生として感染防
止に努めます」などの感謝や決意の言葉のほかに学業・
部活動に励む生徒の写真
が流れる。
本動画は動画投稿サイ
ト「YouTube」にアップ
ロードされており、学校
のホームページから閲覧
可能である。

期日前投票所設置

７月９日 ( 木 )、本校武道館
にて鹿児島県知事選挙の期日
前投票が行われた。当日は18
歳以上の生徒が集まり、思い
を込めて票を投じた。また、
今年18歳になって初めて会場
に訪れた生徒は、投票会場の
厳粛な雰囲気を目の前にして一票の重さを感じ取り、終
始緊張した面持ちで投票を行っていた。
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▲うたエール

▲南さつま市報７月号より

インフォメーション
学校からのお知らせは下記 URL か QR コード
を読み取ってアクセスしてください。
●鳳凰高等学校ホームページ
http://www.hooh.ed.jp/
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