
 

第６号  キャリアアップコース これまでの歩みれいめいの今を伝える

時間割（１年生）

 月 火 水 木 金 

朝補習 英検 社会 数検 数学 文字力 

１ コミュニケーション英語Ⅰ 数学Ⅰ 国語総合 英語会話 情報の科学 

２ 数学Ⅰ 体育 情報の科学 家庭基礎 英語会話 

３ キャリアアップⅠ 音楽Ⅰ コミュニケーション英語Ⅰ 家庭基礎 国語総合 

４ 体育 国語総合 世界史 A 国語総合 体育 

５ 世界史 A コミュニケーション英語Ⅰ 保健 化学基礎 キャリアアップⅠ 

６ 音楽Ⅰ 総合英語 化学基礎 数学Ⅰ LHR 

   実力養成 

放課後指導 

資格試験 

放課後指導 

 

 

英語教育の充実

(1) 時間数…週 6 時間（普通科普通コースは 3 時間，文理科は 7 時間）

(2) 講   師…アメリカ生まれアメリカ育ちの

　　　　　  日系アメリカ人の先生が本校専

                 属の講師と一緒に，「話せる英

                 語」を目指して指導しています。

(3) 英会話指導の充実
英話会話授業の様子

キャリアアップⅠの授業内容

(1) 少人数のもとで，宝塚出身の講師が指導

(2) ボイストレーニング（正しい発声方法等）

(3) 姿勢（静止，歩行など）

(4) 礼の基本動作（会釈，挨拶，敬礼）

(5) れいめい祭（文化祭）へのステージ参加（表情，リズム，協調性）

<６月 >

○れいめい祭では，約１ヶ月半の練習の成果を生徒・

　保護者・外来者に披露しました。音楽に乗せたテン

　ポあるダンスに拍手喝采でした。

【生徒の感想】

　クラスの５人で「上を向いて歩こう」の曲に合わせ

　てショークワイヤというダンスを披露しました。

　本番までの道のりは長かったけれどいい経験となり

　ました。来年のれいめい祭も楽しみです。

これまでの研修内容・生徒の感想

<４月 >

○福岡の麻生専門学校の徳久晶子氏が来校。基本的な挨拶の仕方や接し方

　を，ユーモアを交えながら丁寧に時には厳しく指導していただきました。

【生徒の感想】

　自分がよいと思ってとった行動を相手が必ず

　しもうれしいと思って受け取っているわけで

　はないことがわかりました。

学ぶことの大切さを説明する徳久先生

ステージ上で決めポーズ

○夏の一日体験入学

　中学生へのコース説明と講座の手伝い

○空からのおもてなし講座

　ＡＮＡ客室乗務員を講師に迎え，「航空会社の

　仕事とは」というテーマで多角的な面から

　説明してもらいました。

【生徒の感想】

　ＡＮＡの講師の話を聞いて，自分も空港関係の仕事に就きたいという思い

　が強くなりました。立ち方・挨拶の仕方などとても参考になったので，

　今からとり入れていきたいと思います。

憧れていたＣＡが目の前に

<８月 >

○隈之城地区コミュニティーセンター主催の

　夏祭りのお手伝い

　やや緊張した面持ちだったが，センターの

　実行委員からも高い評価をもらい，次回の

　行事にも是非と頼まれました。

○鹿児島空港への研修視察

　情報管理伝達をする管理センター，空港内

　にある空ステージの見学など盛りだくさん

　の内容でした。

【生徒の感想】

　普段，旅行などで使っている空港内を見学

　させてもらい，なかなか見ることができ

　ないものまで見学させてもらい，驚くことがたくさんありました。

○自衛隊研修

　ショベルカーの乗車体験や基本訓練，体力

　検定，救急救命など，隊員が実際に行う

　訓練を体験しました。自衛隊員のすごさを

　実感できました。

【生徒の感想】

　３日間の自衛隊研修を通じて，訓練の厳しさ，命を守るという重大な責任

　の大きさを肌で感じることができました。いつも自衛隊といえば戦車と

　いうイメージしかありませんでしたが，今回の研修で仕事の内容を少しでも

　知ることができてよかったです。

到着したばかりの操縦士と

戦車の上でちょっと一休み

実行委員と打ち合わせ

<９月 >

○東横インの研修視察

　ホテルの受付は接待だけでなく，お客様の

　生命安全と心地よさを守るため神経を研ぎ

　澄ましているなと感じました。

【生徒の感想】

ビジネスホテルに行くのは初めてでしたが，

利用者の見える場所，見えない場所の仕事をわかりやすく説明してくださ

いました。笑顔で仕事をするということは大変だと思いますが，いつでも

笑顔でいたいと思いました。また，何事もあきらめずにコツコツ努力すれ

ば，いつか結果がついてくることがわかりました。

<７月 >

○川内駅おもてなし事業

　改札口付近で緑茶とお茶菓子を列車の乗降客

   に振る舞い，好評でした。

【生徒の感想】

　街中でお茶を勧められることはありますが，実際に自分が勧める立場に

   なるととても緊張しました。知らない人に話しかけ，何かをすることは

　勇気がいることですが，できるようになることで自信がついてきました。

○夏の一日体験入学

　中学生へのコース説明と講座の手伝い

○空からのおもてなし講座

　ANA 客室乗務員を講師に迎え，「航空会社の

　仕事とは」多角的な面から説明してもらいま

　した。

【生徒の感想】

　ＡＮＡの講師の話を聞いて，自分も空港関係の仕事に就きたいという思い

　が強くなりました。立ち方・挨拶の仕方などとても参考になったので，

　今からとり入れていきたい。

川内駅構内でお茶のサービス

フロントの中にて



<１０月 >

○ハロウィンでは自らも仮装してたくさんの人

　と触れ合うことができました。

【生徒の感想】

私はハロウィンの研修を通して，地域の子供

や同年代の人と触れ合うことができました。

「trick or treet」と言われ，お菓子を渡すと，

笑顔で「ありがとう」と言われた時のうれしさは格別でした。

○隈之城地区の文化祭のお手伝い

【生徒の感想】

それぞれの役割を精一杯頑張ることで，地域の

方と交流を深めることができました。地域の

行事に参加することはいい経験になりました。

○れいめい高校創立５０周年記念式典の受付

　２００名近くの来賓の方へのおもてなしと

　笑顔での対応はすばらしかったとお褒めの

　言葉を多数頂きました。少し自信がついたの

　ではないかと思います。これからの活動が

　本当に楽しみです。

【生徒の感想】

キャリアアップⅠの授業で接客マナーについて，言葉遣いや案内の仕方を

徹底的に練習しました。本番ではミスすることなく終えることができ，

先生方に褒められました。貴重な体験ができたと思いました。

お互いに仮装してなんかウキウキ

文化祭会場にて音響係のお手伝い

創立５０周年記念式典の受付
にて来賓の方を控室まで案内

今後の計画

(1) 学力の向上…資格取得や模擬試験での得点力アップを目指し，不得意

教科の指導や公務員対策にも本格的に取り組んでいきたい

と考えています。

(2) 外 部 研 修…今後も身近なところを中心に様々な訪問を計画していきた

いと考えています。特に，英語が使える場所を候補として

選定していきます。

(3)２・３年次…海外研修を計画しており，生きた英語を使える場所を検討

しています。

【A さん】

　今年度新設されたキャリアアップコースに娘を入学させて，初めて

れいめい高校に行ったとき，生徒がしっかり挨拶をしてくれ，気持ち

よく私たちも学校に行くことができます。クラスは 5 人と少人数

ですが，毎日の学校が楽しいみたいで 3 年間皆勤賞を狙っています。

英会話や英語の授業が多いみたいで大変そうですが，卒業するときに

はどれくらい成長しているか楽しみです。女の子なのでマナーや SNS

の勉強は社会に出たら必ず役に立つと思うので，一生懸命頑張って

ほしいです。

【B さん】

　昨年の体験入学から帰ってくるなり，娘の第一声は「れいめい高校

に行きたい」でした。受験校決定はまだ先と思っていましたが，１回

の体験入学で志望校に決めているようでした。その時は話を聞くと

「日常英会話の勉強ができる」「れいめい高校でしか体験できない

ことがたくさん体験できる」など抽象的で理解しがたいことを

言っていましたが，入学後少しずつその内容が分かってきました。

他校に進学したら学ぶ機会がないような , 人と接するときの挨拶の

仕方やお辞儀の角度，手の位置，立ち方，自己紹介する名前の

アクセントなど基本のマナーを身に付けるために必要なことを学ん

でいるようです。英語は使える英語を学習していくとのことです。

校外での体験学習も多く計画されています。クラスの雰囲気も良く，

気の合う友達に恵まれ毎日を楽しく過ごしています。これからも

楽しい学校生活を送ってほしいです。

【C さん】

　最初は５人しかいないクラスはどうなるのかと正直不安でした。

しかし，担任，副担任の先生をはじめ，各教科の先生方が５人をしっ

かりサポート，フォローしてくださり，常に気にかけていてくださ

るおかげで毎日とても充実した学校生活を送っている様子に最初の

不安が今は期待に変わってきています。一番学力が上がったと感じ

るのは英語ではないかと思っています。ネイティブの先生との授業

を楽しみながら確実に実力と英語に対しての自信をつけてきている

ようです。また，数教科以外はマンツーマンに近い授業なのでわか

らないことをわからないままにしないので，子供たちも不安なく授

業を受けられるのではないでしょうか。少人数のクラスならではの

結束力を武器に，これからも様々な行事･授業･体験をして大きく成

長してほしいです。

【D さん】

　れいめい高校キャリアアップコースに入学し，中学校では体験す

ることのなかった英会話授業やキャリアアップタイムで宝塚出身講

師による現代社会人として必要なコミュニケーションやマナーを教

えていただき，色々な体験をすることにより社会人としてのモラル

を高校時代に学べることは非常にいいことだと思います。れいめい

祭の時のショークワイヤで堂々とした態度は中学校時代には見られ

なかったことで自分に自信がついたのではと思います。

【E さん】

　昔から子供たちによく聞くことがあります。「今日，学校は楽し

かったの？」。幼稚園，小学校，中学校といつも返ってくる言葉は

「楽しかったよ」でした。今年新設されたキャリアアップコースが

５人と知ったのは学校説明会の日でした。正直，期待より不安の方

が大きかったのを今でも覚えています。５人での授業内容や学校行

事の高校生活を，全くイメージできませんでした。子供たちも不安

を抱えたままの入学だったと思います。しかし，約３ヶ月たった今

ではその不安が全くなくなりました。先生方とのマンツーマン的な

授業や５名だからこその強い絆などは，少数特有のメリットがある

のではと思います。特に学業に関し若干の得意，不得意はあるもの

の全ての科目でレベルアップしていると思います。もしかしたらデ

メリットもあるかもしれませんが，これからの成長が楽しみで仕方

ありません。キャリアアップコースの名誉ある１期生として，これ

からの３年間楽しみながら頑張ってほしいです。

　最後に今でも毎日のように聞くことがあります。「学校は楽しい？」

返ってくる言葉は「今日もすごく楽しかった」「明日も楽しみだ」

です。

保護者の感想


