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●JR鹿児島中央駅から列車16分
●JR谷山駅から徒歩3分
●谷山駅前バス停から徒歩1分
●市電谷山電停から徒歩3分

鹿児島キャリアデザイン専門学校・鹿児島医療技術専門学校・しらゆきこども園
こまつばら幼稚園・原田学園スイミングスクール・ことばの支援センター 鹿児島情報高校

〒891-0141 鹿児島市谷山中央二丁目4118番地
TEL099-268-3101 FAX099-266-1851
ホームページ https://ka-joho.jp
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入試相談会
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KAGOSHIMA JOHO HIGH SCHOOL

OPEN SCHOOL2022

水
※状況によって期日を変更することがあります。ホームページ等でお知らせします。

保護者説明会同時 （8/20は除く）
学科体験･部活動体験

一日
体験入学

7/ 8/

10/

26・27・28

15・22

20・24
Summer

Autumn

火 水 木 土

土 土

（8/20は部活動体験のみ）

11月5日土・19日土
実施！

プレップ科
情報システム科

マルチメディア科

メカトロニクス科

自動車工学科
普通科

情報処理科

e-プレップ科



青春

探求

友情

ICT資格

自律のための6つの力を育成
自己肯定力：短所も含めて、自分を認める力

協　創　力：仲間を集め、徹底して建設的に話し合い、お互いのアイディアを高める力

独　創　力：人と違った、創造的なものを生み出す力

競　創　力：創造したものを競わせ、勝負の結果にかかわらず振り返る力

分　析　力：事実を客観的に分析する力

発　信　力：自分の考えを、わかりやすく他者に伝える力

ファースト・セレクト（FS）受験は、鹿児島情報高校を第1希望とし、合格すれば必ず本校に

入学するという条件での受験で、専願となります。

詳しくは、１０月に公表する募集要項をご覧ください。

JOHOは一歩先の 教育をめざします！

魅力あふれる8学科
● e-プレップ科
● プレップ科
● 普通科

● 情報システム科
　 ・特進コース
　 ・システムコース
● マルチメディア科
● 自動車工学科
● メカトロニクス科

● 情報処理科商業科系

普通科系

工業科系

発信力 自律

自己
肯定力 協創力

独創力

競創力分析力

★

ファースト・セレクト
（FS・専願）受験を導入！

JOHO第１希望の方へ！
NEW

学び合い

情熱

学校紹介動画

ESD
Education for Sustainable Development

で「持続可能な社会の創り手」を育成
ESD（持続可能な開発のための教育）は、人類の開発活動に起因する問題（気候変動、資源の枯

渇、貧困の拡大等）を自らの問題として捉え、人類が将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確保

できるように取り組むことで、問題の解決につながる新たな価値観や行動等の変容をもたら

し、持続可能な社会を実現していくことを目指して行う学習•教育活動です。 
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難関資格や進学・就職に役立つ資格など様々な資格に
チャレンジできます。
資格取得で自信を身につけ夢への第一歩を踏み出そう！

専門教科の授業で資格の基礎部分を学べるので、試験勉強に入りやすく、
また工具やマシンなど学校の充実した設備で学んだことを実際に体験でき
るので、第二種電気工事などの実技試験対策もばっちりできました。難しい
国家資格などの試験前には先生方もとことんバックアップしてくださいます。
資格のおかげで就職活動も自信を持って臨めました。

資格取得が自信になり
さらに上を目指すきっかけになりました

スペシャリストを目指して資格勉強を続けていきたい

高校で学んだ簿記を通
して経済に興味をもつよう
になりました。卒業後は経
済についてより深く学べる
と感じた鹿児島大学への
進学を目指し、情報技術や
簿記に関する資格取得や
検定に挑戦しました。将来
は地元で公務員になるの
が夢なので、大学入学後も
必要な資格があれば挑戦
していきたいです。

資格取得は大学進学に向けた
学びの後押しをしてくれました

資格取得を通じて興味のある分野を発見

INTERVIEW

　多くの大学が採用している入試方法となっている推薦・AO・総合型入
試では様々な観点から人物を評価し合否を決定しています。高校で取得
した資格は一つの判断材料として評価に繋がります。

120種類の資格情報をガイドブック1冊に。
資格試験問題を授業で取り上げたり、補習
や準備講習をし
たりして受験対策
も万全。充実した
サポート体制を
整えています。

「持っていて損はない！」
という気持ちで、たくさん
の資格に挑戦しました。資
格取得に向け、分からない
ところは先生方や友達に
理解できるまで質問した
り、計画的に勉強を進める
努力をしました。先生方は
授業中は分かりやすく教え
てくださり、授業以外の時
間にも質問しやすい雰囲
気を作ってサポートしてく
ださいました。

20個の資格を取得し、
希望大学への進学を実現しました

就職にも進学にも有利になる資格を目指そう

INTERVIEW

INTERVIEW

情報関連

技術･製造関連

事務関連

ITパスポートなど、多くの職場や大学で
取得が奨励されているものや、WEB解析
士など時代を牽引するスキルの証明とし
て使える資格もあります。

自動車整備やものづくりの現場など、働
くうえで必須となる資格は高校３年間で
取得しておきたいものです。業種や職種
に関する必要資格が取得できます。

事務職の必須資格ともいわれる日商簿記
検定や、ExcelやWordなどパソコンスキ
ルを証明するものまで種類も難易度も多
くの資格があります。

□ 基本情報技術者
□ ITパスポート
□ 全商情報処理検定
□ 全工情報技術検定
□ パソコン利用技術検定
□ パソコン検定 ほか

□ ３級自動車整備士
□ 第二種電気工事士
□ 危険物取扱者
□ 色彩能力検定
□ グラフィックデザイン検定
□ ドローン検定 ほか

□ 日商簿記検定
□ 全商簿記検定
□ 全商ビジネス文書実務検定
□ 全商情報処理検定
□ 全商電卓実務検定
□ 秘書検定 ほか

チャレ
ンジ

できる
資格は
120種

資格の
数だけ

夢広が
る！！

5,814
個202

2年度
資格取

得数

先生方
からの

サポー
トもあ

り

安心し
てチャ

レンジ

できま
した！

目
標
に
す
る
資
格

目
標
に
す
る
資
格

目
標
に
す
る
資
格

英語系の資格

工業系の資格

経理・実務系の資格

コンピュータ系の資格

進学に役立つ資格
・英検（実用英語技能検定） ・TOEIC など

・CG-ARTS検定 ・グラフィックデザイン検定 ・CAD検定 など

・日商簿記 ・全商簿記 ・ビジネス文書検定 など

・基本情報技術者試験 ・応用情報技術者 など
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学習内容

ICTとは、「Information and Communication Technology」の略で、通信技術を
活用したコミュニケーションを意味します。ICTを活用したシステムやサービスが普及
することで、インターネットなどを経由して人と人とをつなぐ役割を果たし、社会イン
フラとして新たなイノベーションを生むことが期待されています。

創造的で主体的な学びを創出する、
iPadの使いみち

入学時

1年生
全員に

iPadを
配布

■資質•能力の3つの柱を育成
● 生きて働く知識及び技能の習得
● 思考力、判断力、表現力の育成
● 学びに向かう力、人間性の涵養※

※涵養（かんよう）：水が自然に染み込むように無理なくゆっくり養い育てること

　民間企業や姉妹校等との協働によるAI技術を用いたシステム構築を通した
実践的な学習です。
　社会の在り方そのものを根本から変えると言われているAIは、「何が人間よ
りすぐれているのか」「何ができないのか」を正しく知り、次世代を生きる人間に
必要な力が何かを考え、学ぶ理由を探す時間でもあります。

AIのしくみの理解 AIの技術 AIに必要な数学 AIの専門的
プログラミング

● プレゼンテーションツール
● シンキングツール
● ポートフォリオツール
● 学習支援アプリで学力向上
● 各種検定･資格アプリで合格率アップ
● 配信説明動画を、いつでも視聴可能
● 各教科の資料送信
● 授業前の資料配布で、予習可能
● 電子ペンで手書きノートとして活用
● 生徒カルテで学びの軌跡を確認
● 通信機能付きで、通学途中などでも課題提出OK
● 部活動利用で戦術･技能アップ
● 大雨･災害時はオンライン授業！
　  〔学びを止めない〕

● 教師が生徒に直接関わる時間をより多く確保
● データの統合・活用により学校の課題解決や新しいカリキュラムへの流れが加速
● 保護者も出席状況や成績をスマホやパソコンで確認可能

■限られた学習時間を効率的に運用
● 全教室Wi-Fi設置で校内どこでもオンライン接続
● 全教室プロジェクター設置で多様な学習を実現

グーグルクラスルーム
生徒と教師間のコミュニケーションを図るツール
です。宿題の受け取りや課題提出も、時間を問わ
ずにできます。Meetというテレビ会議アプリも
付属していて、オンライン授業でも活用します。

各種検定試験対策アプリ
校内での検定対策はもちろんのこと、通学途中のス
クールバスや公共交通機関でも場所を選ばず学習
できます。

アイビスペイント
マルチメディア科のデザインの授業で活用する多機
能・高性能のお絵かきソフトです。レイヤー（重ね描
き）機能も備えていて、電子ペンを活用するとプロ並
みの作品に仕上げることができます。

リクルート･スタディサプリ
単元テストが充実しており、大学入試対策にも活用し
ています。小4から高3までの動画授業を視聴でき、
個々の学力に応じた学習が可能で、小中学校でつま
ずいてしまった教科も「学び直し」が簡単にできます。

ロイロノートスクール
小中学校でもよく使われているソフトです。画面の
共有・画像への書き込み、動画編集までできるマル
チなアプリです。単元テストでも活用され、即座に採
点結果が出て表示される機能もあります。体育や自
動車実習、家庭科調理実習などでも使われています。

資格取得管理 授業記録

成績管理 学習記録 学習計画

指導要録 調査書

成績証明書通知表

出席状況

保護者･生徒連絡 教員連絡欠席連絡出席簿 時間割

校務支援システム

〈 主なアプリ 〉

親指の上下をAIで認識
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PRO
JEC

T

発信力 自律

自己
肯定力 協創力

独創力

競創力分析力

自分たちでプロジェクト(目標)を設定し、そのプロジェクトの実現に向
けてチームで知恵を出しあい、協力しながら取り組みます。
そのフィールドは学校を飛び出し社会とつながっています。
結果よりもプロジェクト実現に向けて自分たちで考え、判断し、実践し
ていく過程を大事にすることで6つの力を育成していきます。

PROJECT

PROJECT

PRO
JEC

T

PRO
JEC

T

PROJECT

PRO
JEC

T

PRO
JEC

T
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鹿児島ユナイテッドFCに２種
登録され、U-16日本代表に選
出されました。情報高校は大好
きなサッカーに打ち込める環境
が整っています。勉強面でも
ipadなどを駆使して様々なアプ
ローチをしてくださるので、1日
1日やるべきことを整理し実行
することで目標に向かって着実
に進んでいる実感があります。

部活動に集中して取り組める
環境が整っており、全国高校総
体200mバタフライ３位やJOC
ジュニアオリンピックカップ
200mバタフライ２位などの成
績を残すことができました。世界
ジュニア選手権日本代表を目標
に水中トレーニングだけでなく、
陸上トレーニングにも取り組み、
持久力を強化しています。

高校に入学してから日商簿記２
級や情報処理検定など21個の資格
を取得しました。多くの資格を取得
できたことで進路の選択肢が増え、
自分に自信がつきました。検定の過
去問をたくさん解き、将来の自分の
ためになると信じて努力することが
大切だと思います。日商簿記１級な
どのさらに上の資格を目指して今
後も頑張ります。

吹奏楽部でフルートを吹いています。毎日の基礎練習では
目的を意識して取り組み、地道に音作りを頑張っています。そ
の結果、第26回日本管楽合奏コンテストで最優秀賞、個人で
も第47・48回県吹奏楽部ソロコンテストで金賞を受賞しまし
た。今以上に演奏力をアップし、夏の吹奏楽コンクールで仲間
と共に最高の演奏をしたいです！

課題研究や自動車部で製作している
ゼロハンカーは自分たちでアイディア
を出し合い、仲間と協力して作ります。
苦労して作ったマシンが走るのを見た
時はとても感動します。自動車整備士
として活躍する夢に向かって、３級自動
車整備士にリスニング英語検定（工業
系）１級など一つでも多くの資格取得
に向け勉強も頑張っています。

私は将来、航空管制官か入国審
査官の仕事に就きたいと思ってお
り、英検１級を目指しています。学校
では多種多様な大会やコンテスト、
資格の案内があり、私も鹿児島県全
商スピーチコンテストに出場して優
秀賞をもらったり、模擬国連への参
加など高校生にしかできない貴重
な体験を通して、自分自身の視野や
可能性が広がりました。

将来は動画クリエイターにな
りたいと思っており、情報高校は
万全の設備で専門の先生方から
直接学べるところがとても良い
です。毎日色々なクリエイターの
作品を見て、インスピレーション
を受けたり、見ていて飽きない動
画作りの研究をしたりしていま
す。美術部に所属しており、部活
で依頼された動画の制作を日々
頑張っています。

九州高校総体
200mバタフライ優勝！ 
目標は日本代表

全国高校総体出場や県高校総体200m、
400m優勝など情報高校で部活動の成績
がぐんと伸びました。自分にとって最後とな
るインターハイでのファイナル出場を目指
して、今までよりも厳しい練習に取り組んで
います。また、これまで取得した簿記検定や
電卓検定に加え、全商簿記１級を確実に取
れるよう勉強にも励んでいます。

300m県新記録保持者
インターハイファイナル出場と
資格取得で文武両道の実現へ

吹奏楽部の仲間との出会いが
高校生活での一番の宝物

ソロコンテスト金賞

英検準1級取得
様々な言語が飛び交う
環境で働きたい

整備士国家資格取得！
ゼロハンカー全国大会で

ドライバーとして決勝出走！

21個の資格に合格！
さらに上の資格取得に向けて
努力を続けています

U-16日本代表
目標はJリーグデビュー

ドローンを自由に操り
プロ級の動画を作成

九州高校総合文化祭県代表

授業での学びを活かして。
毎日練習に励んでいる部活動で。
一人一人が自分の目標に向かって
頑張っています。

夢に向かって挑戦している
在校生をご紹介
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学生生活では部活動の囲碁と勉強の両立のため日々練習や努力を重ね、九州代表として女
子学生本因坊という全国大会に出場できました。以前から小学校教員を目指しており、海外
研修で訪れたカンボジアの小学校や幼稚園で教員への気持ちはより強くなりました。同じ志
を持った仲間たちと切磋琢磨したいと考え九州唯一の教育大学を選び、部活動の実績と先
生方の徹底した面接練習のおかげで希望する大学へ推薦合格することができました。

▶進学先：福岡教育大学 教育学部初等課程

東京外国語大学（国際社会・言語文化）
東京都立大学（法）
東京学芸大学（教育）
筑波大学(人間・体育)
群馬県立女子大学(文)
千葉大学(国際教養・文)
都留文科大学(英文)

愛知県立大学（外国語）
叡啓大学（ソシャルシステム）
徳山大学（福祉情報）
九州大学（工）
九州工業大学(情報工1類)
福岡教育大学（教育）
福岡女子大学（国際文科）

北九州市立大学(外国語・経済)
下関市立大学(経済)
長崎大学(多文化・経済)
佐賀大学(理工)
宮崎県立看護大学(看護)
宮崎公立大学（文）
鹿児島大学(文・農・工・経済・教育・法)

鹿屋体育大学(体育)
琉球大学（工）
名桜大学（国際）
国立台湾師範大学（東アジア）
北京外国語大学（忠文）

慶応大学(環境情報)
立教大学(文・経営)
中央大学(商)
明治大学(文・経営)
日本大学(文理・芸術)
帝京大学(医療技術・経済・外国語)
青山学院大学(経営)
神奈川大学（国際日本・人間）
玉川大学(芸術)
東洋大学(国際・経営・国際観光)
拓殖大学(工)

山梨学院大学(経営)
創価大学(経営・国際教養)
北里大学(医療衛生)
東海大学(海洋・情報通信)
獨協大学(法・外国語・国際教養)
神田外国語大学(外国語)
中京大学(スポーツ科学)
名古屋外国語大学(外国語・文・世界教養)
南山大学（外国語）
びわこ成蹊スポーツ大学(スポーツ)
立命館大学(産業社会・経営・情報理工・政策科)

京都産業大学(外国語)
京都外国語大学(国際貢献)
龍谷大学（農）
近畿大学(経営・工・農)
関西大学(文・商)
摂南大学(外国語)
関西外国語大学(外国語)
福岡大学(法・文・人文・スポーツ)
福岡工業大学(情報工・工・社会現実)
福岡女学院大学(人間関係)
九州産業大学(商・芸術・理工)

西南学院大学(経済・外国語)
久留米大学(経済)
中村学園大学(流通)
立命館アジア太平洋大学(経営・アジア太平洋学)
崇城大学(情報・生物生命・工)
長崎国際大学(薬・国際観光)
長崎外国語大学(外国語)
鹿児島国際大学(経済・社会福祉・国際文化)
志學館大学(法・人間関係)
第一工業大学(工)

鹿児島県立短期大学(文・生活科学・商) 鹿児島純心女子短期大学(英語・食物栄養・生活科学)
鹿児島女子短期大学(児童教育・教養・生活)
京都外国語短期大学(英語キャリア)

川内職業能力開発短期大学校
鹿児島県立姶良高等技術専門校
鹿児島県立吹上高等技術専門校
鹿児島県立宮野上高等技術専門学校
鹿児島県立鹿屋高等技術専門学校

鹿児島医療技術専門学校
鹿児島キャリアデザイン専門学校

鹿児島県農業大学校
★多数の専門学校等にも多数合格

国公立短期大学 私立短期大学 文部科学省所管外 姉妹校

その他

国公立大学

私立大学

過去3年間の進学実績

進学した先輩からのメッセージ

志望校合格へ全力サポート！
　国公立大学から私立大学・短期大学・専門学校まで、生徒一人
一人の志望校合格へ向けたきめ細やかな進学サポートを実施。普
通科系はもちろん専門系学科からもたくさんの生徒が大学などに
進学しています。

個に応じた対応で目標を実現
　生徒一人一人の状況に
合わせて個別に指導してい
ます。
進学指導室には進路選択
のためのあらゆる参考資
料も完備。希望進路実現の
ために教師一丸となって支
援していきます。

活躍出来る人材を多数養成！
　生徒一人一人の夢や目標を叶える就職サポートを行って
います。数多くの卒業生たちは、在学中に取得した資格やス
キルを活かし、公務員をはじめ民間企業などの幅広い分野
で活躍しています。

専門職員によるきめ細やかな指導
　就職支援専門のキャリアコンサ
ルタント(国家資格保有)が、卒業
後に職場で必要となる資格や求
められる能力など様々な情報を伝
えながら、仕事を探す手助けをし
ます。学科や学年を問わず就職に
対する不安を払拭できるよう積極
的な支援を行なっています。

情報高校では早いうちから進路について考える時間や機会がありました。そのため何度
も企業について調べて、自分がどうしてその企業に行きたいのかをじっくり考えることが
できました。また、面接練習はたくさんの先生方が指導してくださり、自信をつけて就職活
動に臨めました。私は車が好きで、車を作ることで例えば通勤や通学を始めとした人々の
生活を支えたいと思っています。コミュニケーション力のある社会人になりたいです。

▶就職先：トヨタ車体

就職した先輩からのメッセージ

令和3年度の主な就職先

㈱コスモテック 南日本事業部

京セラ㈱ 鹿児島川内工場（8名）

日本郵便㈱ 九州支社（3名）

鹿児島県農業協同組合 中央会 （JA鹿児島県連）

㈱明石屋

㈱アンクス

医療法人徳洲会 鹿児島徳洲会病院

三洋工機㈱

㈱九飛勢螺 鹿児島工場

㈱川北電工

城山観光㈱【SHIROYAMA HOTEL kagoshima】

S CUBE HOTEL by SHIROYAMA（㈱薩摩川内）

㈱南光（2名）

㈱メルヘンスポーツ

㈱セイカスポーツセンター

鹿児島製茶㈱

医療法人篤志会 さこだ歯科医院

㈱南九州電設（2名）

西南電気㈱

㈱JA食肉かごしま

㈱Misumi

明昭産業㈱

南九州トーヨータイヤ㈱

㈲徳重製菓とらや 霧や櫻や

医療法人博康会 アクラス中央病院

鹿児島中央青果㈱

㈱新日本科学

㈱エービーシー・マート

佐川急便㈱（2名）

ワールドサンフーズ㈱

㈱ヒガシマル

㈱エーコープ鹿児島

㈱ヤマダデンキ

鹿児島綜合警備保障㈱（2名）

㈱中西組

㈱イケダパン

安全産業㈱

ネッツトヨタ南九州㈱

ネッツトヨタ鹿児島㈱

㈱ニシムタ（2名）

大成ビルサービス㈱

㈱エスエイティーオー

大阪府警 警察官Ｂ

鹿児島県警 警察官Ｂ

自衛隊 一般曹候補生（海上）（2名）

自衛隊 一般曹候補生（陸上）

自衛隊 自衛官候補生（航空）

自衛隊 自衛官候補生（海上）（2名）

自衛隊 自衛官候補生（陸上）（4名）

トヨタ自動車㈱（2名）

トヨタ車体㈱（2名）

日野自動車㈱

㈱九電工（3名）

日産車体九州㈱（2名）

コベルコ建機日本㈱

トッパン・フォームズ・オペレーション㈱

キューサイ㈱

㈱イトーヨーカ堂

サイチ工業㈱

山崎製パン㈱

㈱TJKリゾート

㈱三徳

愛知陸運㈱

宮崎運輸㈱

山文商事㈱

㈱ピー・エー・エル

㈱ファイン・ネット

㈱ＳＵＭＰＬＵＳ

㈱空港アシストサービス

㈱中尾自動車

県外企業 公務員

県内企業

県外企業

1年次 2年次 3年次

職
業
理
解
ガ
イ
ダ
ン
ス

進
路
ガ
イ
ダ
ン
ス
１

7
月

2
月

2
月

7
月

9
月

11
月

3
月

3
月

5
月

7
月

7
月

進
路
説
明
会

進
路
説
明
会

就
職
希
望
者
面
談・履
歴
書
講
座

キ
ャ
リ
ア
教
育
講
座

キ
ャ
リ
ア
教
育
講
座

進
路
説
明
会

就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス

●
２８
業
種
の
方
々
を
招
い
て
の

　体
験
型
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

●
大
学
や
専
門
学
校・企
業
の
方
々
を

　 招
聘
し
て
3
日
間
実
施

●
働
く
環
境
や
企
業・仕
事
選
び
の

　ポ
イ
ン
ト
、就
職
活
動
の
進
め
方
等

姉
妹
校
ガ
イ
ダ
ン
ス

●
原
田
学
園
姉
妹
校
の
医
療
技
術

　専
門
学
校
と
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

　専
門
学
校
で
体
験

進
路
ガ
イ
ダ
ン
ス

●
進
学
、姉
妹
校
進
学
、就
職
希
望
に

　分
か
れ
て
説
明

全力でサポートします！

進学に強い！ 毎年多くの合格者を輩出！

［令和3年度］

大学等合格者312名
県内就職に強い！ 活躍できる人材を多数養成！

［令和3年度］

就職者数82名 県内56名!
県外26名! 

専門学校 60％

進学

短大 5％

職業訓練校 2％

大学 33％

運搬 12％

製造 32％

販売 17％

事務 6％

建設 6％

その他 2％
輸送・機械運転 2％

保安 2％

専門・技術 11％
サービス 9％

就職
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輝いている

  卒業生からのメッセージ！

私は現在カナダでVFXアニメーターという仕事をして
います。仕事や日常生活の中で多様な文化圏の人と出
会い、色々なことを吸収できるのが楽しいです。映画館
で自分の携わったアニメーションを見て、エンディング
に自分の名前が流れてくるのもとても嬉しいですね。学
生時代はタイピングに夢中で、ワープロ検定1級を取
得したり、コンテストに出たりしていました。また、
MMC部で３Dやフラッシュアニメーションソフトなど
クリエイティブなツールに触られたことが現在の仕事
につながっていると思います。

在学中は少人数制のクラスだったので先生方とコミュ
ニケーションが取りやすく、効率良く学習が出来まし
た。放課後によく質問に行くと、どの先生も私が理解す
るまで丁寧に教えてくださりました。勉強以外にもクラ
ス全員で頑張った体育祭や修学旅行など良い思い出
が沢山あります。歯科医師になり、患者様から「食事が
楽しくなった」「人前で自然に笑顔ができるようになっ
た」などの言葉を頂くとやはりやりがいを感じます。こ
れからも最高の治療を提供できるよう勉強を続けてい
きます。

高校生活では色んな事に挑戦して
将来の選択肢を増やそう

［勤務先］ MPCモントリオール

情報高校にして本当に良かった！
卒業から10年後の今も思っています

［勤務先］ 都内開業医

私は今、台湾にある逢甲大學で情報システムの勉強を
しています。授業は中国語と英語で聞き取りにくい上
に、プログラミングの内容もとても難しいものですが、
他国の友人を頼りに毎日楽しく必死に過ごしていま
す。私が留学で大変だなと思ったときに支えてくれるの
は高校の思い出や経験が大半を占めます。自分がどん
な将来にしたいのか、正直わからないと思う人もたく
さんいると思いますが、情報高校で多くの情報を得て
たくさん学び、いろいろな体験をすれば自然に見つか
るものがあると思います。

柔道で日本一になりたい！という思いで、入学した情
報高校。やりたいことを応援してくれて、自分の可能性
を伸ばすことができるあたたかい学校です。素晴らし
い恩師や仲間に出会い、とても充実した高校生活を送
ることができ、今の自分があるのは高校のおかげだと
思っています。卒業後、実業団の選手として就職するこ
とができ、現在は会社に集中して競技に取り組めるよ
うサポートしてもらっています。結果で恩返しすること
が使命なので、感謝の気持ちを忘れず練習に励んでい
ます。

好奇心をもって前に進み、
将来のヒントを見つけよう

［進学先］ 逢甲大學

何かに一生懸命に取り組んだ時間は
自分の糧になっています

［勤務先］ パーク24株式会社

歯科医師として
最高の治療を追求

技術を生かして
カナダでVFXアニメータ

全日本実業柔道
個人60kg級 優勝！

台湾留学で
語学と技術を習得
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次世代を担うコンピュータ技術者を育成
●最先端の教材で分かりやすい授業　
●多くの資格取得により幅広い進路を実現
●自発性を尊重した教育環境で、生き生きと個性を発揮

多様な体験を通して英語で学ぶ

●全員がニュージーランド留学　●カリキュラムの約3分の1が英語に関連した授業
●英語でSDGsについて学び、考え、実行する

新しい形の学びに挑戦

●「学び合い」による主体性やコミュニケーション能力の育成　
●学校設定教科「探究活動」でマイプロジェクトに挑戦！！
●大きく変わった大学入試に対応したカリキュラム

実践活動を通して進路を拓く力を育む

●文武両道で資格や進路に挑戦　●徹底した基礎学力の養成
●地域に根差した探究活動

多様な体験を通してデジタルクリエイターを養成

●プロ仕様のハード・ソフトで現場の技術を習得　
●第一線で活躍のプロによる実践的な指導　●クリエイティブな資格に挑戦

自動車整備士への確実な第一歩

●充実した教材・設備で自動車整備技術を総合的に習得　
●三級自動車整備士2年養成課程認定校で高い国家試験合格率
●鹿児島キャリアデザイン専門学校（姉妹校）への進学がスムーズ

ものづくりの技術とシステムを学び次世代のエンジニアに

●最先端技術を学べる充実の環境　●先端企業出身の先生から学べる！
●ものづくりの基礎を総合的に習得

生徒主体の実践活動でビジネスの知識と技術を習得

●会計事務や販売業務など実践的な授業が豊富　●即戦力として活きる資格を取得
●企業と連携した商品開発・販売や鹿児島の魅力をＳＮＳで発信

難関資格を武器に進学･就職をつかむ
●専門教科と一般教科を、バランス良く高度に学べる
●高度な資格は、大学進学や就職へ最大の武器
●2年次で工業系・商業系を選択

多彩なチャレンジを応援。 可能性が広がる８学科！
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STUDENT’S
VOICE

多様な体験を通して英語で学ぶ

3
つ
の
ポ
リ
シ
ー

アドミッション・ポリシー（求める生徒像）

進学先

1年次 2年次 3年次ネイティブの先生方と英語で会
話をしたり、ニュージーランド留
学を通して本場の英語に触れる
ことができます。自分の意見を
伝える授業やプレゼンテーショ
ンを多く取り入れているためコ
ミュニケーションやプレゼン能
力を養えます。

カリキュラムの約3分の1が英語に関連した授業

英語でSDGsについて学び、考え、実行する

1

2

3

わたしの
学び
のステッ

プ

●第14回鹿児島県高等学校
　将棋選手権大会 ベスト４
●囲碁将棋部 部長

●実用英語技能検定準１級
●アロマテラピー検定２級
●第13回英語ボキャブラリーコンテスト優勝
●2023かごしま総文生徒準備委員
●県赤十字高校協議会 会計
●GTEC 1165
●観光甲子園2020 ハワイ部門予選通過

●ICTプロフィエンシー検定試験
　（P検）準２級

東京外国語大学/東京学芸大学/筑波大学/千葉大学/
京都教育大学/愛媛大学/長崎大学/熊本大学/
鹿児島大学/鹿屋体育大学/東京都立大学/
群馬県立女子大学/愛知県立大学/都留文科大学/
神戸市外国語大学/叡啓大学/北九州市立大学/
福岡女子大学/宮崎公立大学/名桜大学
慶応義塾大学/青山学院大学/立教大学/明治大学/
中央大学/神田外語大学/獨協大学/東洋大学/
日本大学/創価大学/名古屋外国語大学/
関西学院大学/関西大学/立命館大学/近畿大学/
関西外国語大学/西南学院大学/福岡大学
アメリカ・中国・韓国の大学　ほか

進路実績 ※過去3年間

英検準1級を目標に日々、
切磋琢磨しています！

SDGsについて学年ごと
に開催する課題研究発
表会で発表します。外
部のコンテストでも発
表し、入賞しています。

課題研究発表会

英検２級以上に全員合格 オンラインで国際交流 eプレは英語だけじゃない！
５年連続で卒業ま
でに全員が実用英
語技能検定２級以
上に合格していま
す。令和３年度は
準１級に13人が
合格しました。

ニュージーランド
やアメリカ・台湾
の学校やホスト
ファミリーと交流
しています。

県内企業とSDGs
について考え、環
境に配慮した事業
展開や商品開発
を企画しました。

●オーラルコミュニケーション
世界で起こっている出来事についてテーマを設定して、英語で討論

●実用英語技能検定
●ＧＴＥＣ
●パソコン検定（P検）
●ニュース時事能力検定試験
●秘書検定

●TOEFL
●TOEIC
●実用数学技能検定
●日本漢字能力検定
●その他外国語の検定

●時事英語
SDGｓから取り組むテーマを選び、自分たちで解決策を提案・実施

・・・英語に関連した授業

月 火 水 木 金

数学Ⅰ

科学と人間生活

言語文化

課題研究

歴史総合

現代の国語

論理表現Ⅰ

情報Ⅰ

情報Ⅰ

家庭基礎

家庭基礎

数学A

言語文化

科学と人間生活

言語文化

数学Ⅰ

歴史総合

保健

数学A

地理総合

英語演習

英語演習

論理表現Ⅰ

現代の国語

体育

体育

数学Ⅰ

地理総合

芸術

LHR

進学先

現地校で多国籍の生徒
たちと学びます。ニュー
ジーランドならではの
授業やアクティビティを
楽しめます。

ニュージーランド留学

英語が好きで、英語を使って積極的にコミュニケーションを取り、
様々な考え方の人と協力して主体的に活動し、国内外で活躍したい
と考えている意欲のある人。

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施に関する方針）
大学進学に対応するカリキュラムだけでなく、ニュージーランド留学
や課題研究・ネイティブの授業などを通して、生徒が英語で自ら学
び・考え・実践していくプログラムを編成・実施する。

グラデュエーション・ポリシー（育てる生徒像）
英語を学ぶことだけを目的とするのではなく、英語を使って校内外
で様々な実践的な活動を主体的に行い、将来は社会で広く活躍でき
る人材を育成する。

1

2

3

特色ある教育プログラム

全員がニュージーランド留学

学びの特色

※令和3年度は感染症の影響で
　カナダ語学留学

英語コミュニ
ケーションⅠ

英語コミュニ
ケーションⅠ

英語コミュニ
ケーションⅠ

オーラル
コミュニケーションA

オーラル
コミュニケーションA
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進学先

1年次 2年次 3年次

わたしの
学び
のステッ

プ

●英検２級
●ニュース時事能力検定準２級

●英検準２級、３級 ●数検２級

国際教養大学/九州大学/福岡教育大学/
長崎大学/熊本大学/鹿児島大学/大分大学/
宮崎大学/琉球大学/山梨大学/富山大学/
神戸市外国語大学/北九州市立大学/
長崎県立大学/宮崎県立看護大学/
早稲田大学/東京農業大学/東京理科大学/
福岡大学/西南学院大学　ほか

進路実績 ※過去3年間

私たちプレップ科は、
各自が探究活動や部活動、各
種コンクール・コンテスト、資格
取得に励んでいます。しかし、イ
ベントや研修になると、それぞ
れの力を結集して取り組む姿
勢を大切にしています。３学年
が仲の良い、和気あいあいとし
た雰囲気を持つ学科です。

1
学
期

2
学
期

3
学
期

1年次 2年次 3年次

オリエンテーション
探究の手法を学ぶ
オンライン海外研修

マイプロジェクト
テーマ決定と活動開始

願書作成を念頭に
１・２年の取組を
ストーリー化

高大連携授業
先行事例の研究
オンライン海外研修

あなたが主役で
プロジェクトを進めます
先生もサポート！

探究の成果を
もとに進路準備

各自の取組の発表 各自の計画の
仕上げ・発表

※探究活動は
週２単位の授業です。
他教科と同様に評価されます。

進学先

STUDENT’S
VOICE

グループを作って授業を受けるの
で、グループ内で分からないこと
をお互いに学び合って解決できる
のが学科の特徴です。ＡIの授業
やオンラインの海外研修※もあり
ます。タブレットやオンライン授
業など万全の学習環境が自慢！

最新設備で学びの
チャンスを逃さない

新しい形の学びに挑戦

3
つ
の
ポ
リ
シ
ー

1

2

3

学校設定教科「探究活動」でマイプロジェクトに挑戦！！

大きく変わった大学入試に対応したカリキュラム

1

2

3

特色ある教育プログラム

「学び合い」による主体性やコミュニケーション能力の育成

学びの特色

この授業では、AIの仕組みやプ
ログラムを学ぶとともに、実際
にAIを使うと何ができるのかを
体験してもらいます。世の中に
広がっているAI探究の経験がマ
イプロジェクトや将来に活かさ
れることを期待しています。

AI探究（2年次2単位）に挑む！
時間を有効利用できるオンラインの利点を活かし、多くのプログラ
ムを体験することができました。現地の方々の話を聴くことで、大
いに刺激を受けることが出来ました。
●生徒が企画したプログラム満載の
台湾との学校交流

●カンボジアでビジネスやボランティ
ア等で活躍する現地邦人との交
流、現地中学校との学校交流など

オンラインによる海外研修を実施！

先輩たちが築きあげてきた海外研修や探究活動の経験やつながり
を基に新たなプロジェクトを積み上げていきます。
ボランティア、SDGｓ、進路選択のための活動など様々なテーマを
自分で設定し、活動内容やスケジュールを決定します。
その取組の過程や成果こそが３年間の高校生活のマイストーリー
となり、大学入試等でのアピールポイントとなります。

マイプロジェクト

※探究活動とは別の授業になります。

アドミッション・ポリシー（求める生徒像）
自分の性格や特性を理解したうえで、他人の個性を尊重する人物である
こと。自分の学びに真剣に取り組むとともに、仲間と様々な課題に取り組
み、その成果を共有してみたいと考えている人。

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施に関する方針）
授業において、生徒同士で学び合う機会や生徒が教員と話し合う機会を
設ける。知識・技能に加え、協働するために必要な力を日々の授業を通じ
て身に付けさせる。探究活動においては、海外との交流も含めた様々な
テーマをもとに探究の技術や考え方を身に付けさせる。

グラデュエーション・ポリシー（育てる生徒像）
大学進学に必要な学力を持ち、物事を論理的に考え、それを伝えるプレ
ゼン能力や様々な人とつながるコミュニケーション能力を備えた人材、
またチームで目標を達成するための協働力や海外交流を通してグロー
バルに活躍できる人材を育成する。

※R4年度はオンラインでの海外研修に決定。

卒業までに全員取得を目指す資格
●実用英語技能検定2級
●文章読解作成能力検定2級
●日本漢字能力検定

●実用数学技能検定
●ニュース時事能力検定

AIに指の上下を判定させるプログラミング実習
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進学先

1年次 2年次 3年次

わたしの
学び
のステッ

プ
進路実績 ※過去3年間

進学先

月 火 水 木 金

LHR

言語文化

数学Ⅰ

地理総合

家庭基礎

補習（数学）

保健 論理表現Ⅰ 体育 総合的な
探究の時間

現代の国語 体育 数学A

数学Ⅰ英語コミュニ
ケーションⅠ 家庭基礎

科学と
人間生活

科学と
人間生活

言語文化 情報Ⅰ

数学Ⅰ英語コミュニ
ケーションⅠ 数学A 情報Ⅰ

言語文化

補習（英語）

総合的な
探究の時間

英語コミュニ
ケーションⅠ

論理表現Ⅰ 地理総合 総合的な
探究の時間 現代の国語

補習（国語）

□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□

Glocal Action ～ 地域に根差した探究活動で地元に貢献。協働体験で培う社会性と発信力！！

□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□

●実用数学技能検定
●日本漢字能力検定
●実用英語技能検定
●色彩検定
●秘書検定

●パソコン利用技術検定
●電卓検定
●ニュース時事能力検定試験
●赤十字救急法救急員認定
●危険物取扱者試験 乙4種

・講話を中心とした活動に向けての基礎固め
・協働のためのトレーニング1年次

・グループで設定したテーマに基づいた地域貢献活動
・大学生とともに地元の協議会への参画2年次

・活動のまとめと進路実現に 向けた取組
・課題研究発表3年次

東海大学/徳山大学/神奈川大学/日本体育大学/
筑波大学/鹿屋体育大学/鹿児島大学/福岡大学/
中村学園大学/久留米大学/中京大学/
東京女子体育大学/九州産業大学/福岡工業大学/
久留米工業大学/熊本学園大学/鹿児島国際大学/
志學館大学/鹿児島県立短期大学/
鹿児島純心女子大学/鹿児島純心女子短期大学/
横浜労災看護専門学校　ほか

就職先

鹿児島製茶㈱/日本郵政/コベルコ建機/
大阪府警/航空自衛隊　ほか

地域貢献活動の一環で、SNSで情報発信！
谷山のイベントや店舗を盛り上げます！

それぞれのニーズに合わせた高校生活で、放課後の過ごし方は様々!!

資格取得のため先生に質問 部活動に熱中部活動に熱中 クラスメートと勉強クラスメートと勉強

インスタグラムで情報発信インスタグラムで情報発信

STUDENT’S
VOICE

普通科は文武両道を目指してい
る人にとてもお勧めです。授業
は基礎から応用まで分かりやす
く、勉強の楽しさを知ることがで
きました。またSDGsへの取組
やたくさんの方々の講話を受け
る機会があり自分の世界が広が
りました。

勉強も部活も頑張って
“可能性”を増やしたい

実践活動を通して進路を拓く力を育む

3
つ
の
ポ
リ
シ
ー

1

2

3

徹底した基礎学力の養成

地域に根差した探究活動

1

2

3

特色ある教育プログラム

文武両道で資格や進路に挑戦

学びの特色

アドミッション・ポリシー（求める生徒像）
部活動やボランティア活動などの課外活動はもちろんのこと、「地域を
知る」・「地域に貢献をする」という普通科の探究活動に積極的に参加し、
能動的に学校生活を送りたいと考えている意欲のある人。

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施に関する方針）
あらゆる進路に対応するための基礎的・基本的な学力の定着を図るため
のカリキュラムと探究活動を通した実践的な社会体験の中で、自分の存
在価値や可能性を見出すプログラムを編成・実施する。

グラデュエーション・ポリシー（育てる生徒像）
地域に根差した探究活動を通して、社会と密接に関わりを持ち、自分の将
来の夢を見出し、次代を担う若者としてたくましく社会を生き抜く人材を
育成する。

講話を通した探究の土台作り 課題研究発表やコンテストへの参加で発信力を磨く 谷山ふるさと祭でボランティア
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進学先

1年次 2年次 3年次

わたしの
学び
のステッ

プ

●応用情報技術者
●全国高校情報処理競技大会
　個人優勝、団体９位

●日商簿記２、３級
●ITパスポート
●基本情報技術者
●全商簿記１級

●全工情報技術検定1級
●全工パソコン利用技術検定1級

熊本大学/北九州市立大学/山口県立大学/
上智大学/創価大学/駒沢大学/関西大学/
富山大学/大分大学/九州工業大学/長崎大学/
鹿児島大学/早稲田大学/福岡工業大学/
中央大学/法政大学/立命館大学/
鹿児島県立短期大学　ほか

進路実績 ※過去3年間

●応用情報技術者
●基本情報技術者
●ＩＴパスポート
●情報処理検定
●情報技術検定

●パソコン利用技術検定
●日商簿記検定
●全商英語検定
●ビジネス文書実務検定
●実用英語技能検定 他

・・・専門科目

進学先

鹿児島県庁/㈱鹿児島銀行/㈱宮崎銀行/
東日本旅客鉄道㈱/エスパックス㈱/
医療法人松柏会　ほか

就職先

特進
コース

月 火 水 木 金

LHR

数学Ⅰ

工業情報数理 数学Ａ 工業技術基礎

ネットワークシステム

ネットワークシステム

工業情報数理 言語文化 芸術 工業技術基礎

現代の国語 保健 情報処理 数学Ａ

言語文化

数学Ⅰ 家庭基礎 情報処理 地理総合

地理総合

課題研究 数学Ⅰ

科学と人間生活

現代の国語 家庭基礎

英語コミュニ
ケーションＩ

英語コミュニ
ケーションＩ

英語コミュニ
ケーションＩ

英語コミュニ
ケーションＩ

科学と人間生活

ビジネス基礎 体育

体育

ビジネス基礎

工業系　理工系大学･学科への進学
商業系　商･経営系大学･学科への進学 いずれのコースでもIT系やほかの企業への就職も可能です。

●AI（機械学習の理論）
　AIに必要な数学や仕組みを講義で理解しAIの専門的プログラミングを学習
●ハードウェア
　コンピュータの構造や、コンピュータ内の電子回路の仕組み等を学習
●プログラミング
　プログラミング言語であるC言語を用いて､プログラミングを学習
●情報基礎技術
　コンピュータの利用技術（Word、Excel）等を学習。

ソフトウェア・ハードウェ
アからネットワークまで
の基礎から応用まで幅
広く学べます。

ハイレベル専門分野・
一般教科 基本情報技術者試験、

日商簿記検定2級など
難関資格に合格する生
徒が多数。

難関資格に挑戦

学習合宿
春と夏の年２回、１･２年生は宿泊
施設で資格取得に向けての特訓や
レクリェーション活動等を行うこと
で、実力を付けるとともに集団とし
ての意気込みを高めます。

2021年度大会成績

第33回全国高等学校 情報処理競技大会(鹿児島県大会)
●団体… 優勝 鹿児島情報高校 17連覇
●個人… 優勝 成松悠慈(３年・和田中学校出身)
 2 位 有村龍雅(3年・西陵中学校出身)
 3 位 長谷川卓也(３年・松元中学校出身)
 4 位 中釜冴虎(２年・喜入中学校出身)

2019年度大会成績(2020年度・昨年度コロナにより中止)

第39回全国高等学校IT･簿記選手権大会
（IT部門）/九州・沖縄ブロック
●団体… 優勝
●個人… 4位 井手大地（天保山中学校出身）
 5位 安達優志朗（亀津中学校出身）
 8位 落合和史（皇徳寺中学校出身）

第３9回全国高等学校IT･簿記選手権大会
（FE部門）/全国大会
●団体… 4位

日商簿記検定1級合格者・・・
全経簿記上級合格者・・・・・・

●応用情報技術者・・・・・・
●基本情報技術者・・・・
●ＩＴパスポート・・・・・
●日商簿記検定2級・・・

9名
8名

3名
25名
35名
20名

過去三年間の実績！

STUDENT’S
VOICE

特進コースでは一般教科に加
え、商業系と工業系を学ぶこと
ができ、どちらの資格も目指せ
ます。他の学科に比べ人数が少
ないので、先生が生徒ひとり一
人に親身に対応してくれて、毎日
の補習で勉強習慣も身に付きま
した。

少人数で効率よく学習できる
環境が整っています

難関資格を武器に進学･就職をつかむ

3
つ
の
ポ
リ
シ
ー

1

2

3

高度な資格は、大学進学や就職へ最大の武器

2年次で工業系・商業系を選択

1

2

3

特色ある教育プログラム

専門教科と一般教科を、バランス良く高度に学べる

学びの特色

アドミッション・ポリシー（求める生徒像）
中学校段階までの基礎学力を身に付け、情報・ビジネス・科学技術に関す
る学習に対して興味・関心をもつ人。また、地域から学び、地域に貢献しよ
うとする意欲のある人。

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施に関する方針）
普通教育及び情報・ビジネス・科学技術に関する専門教育を実施する。教
科「課題探究」を通じて、地域の魅力・課題の探究や学びと課題を結びつ
け解決する学習、共に学ぶ課題解決型学習（協働）を実施する。教科・科目
や分野を越えた教育を実施し持続的な授業改善を図る。

グラデュエーション・ポリシー（育てる生徒像）
情報システムやビジネス分野の課題や動向に関心をもち主体的に取り組
む能力（主体性）、他者と円滑な人間関係を構築し協働する能力（協働
性）、デジタルテクノロジーを活用し新たな価値を創造する能力（創造性） 
を身に付けた人材を育成する。
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就職先

1年次 2年次 3年次

わたしの
学び
のステッ

プ

●ビジネス文書実務検定 速度部門1級
●情報処理検定 情報処理部門2級
●情報技術検定2級
●パソコン利用技術検定2級

●ビジネス文書実務検定2級
●情報処理検定3級
●情報技術検定3級
●パソコン利用技術検定3級

福岡工業大学/九州国際大学/鹿児島国際大学/
鹿児島県立短期大学/九州共立大学/第一工業大学/
九州産業大学/日本文理大学/鹿児島医療技術専門学校/
鹿児島キャリアデザイン専門学校/姶良高等技術専門学校/
鹿児島第一医療リハビリ専門学校　ほか

進路実績 ※過去3年間

●ＩＴパスポート
●情報技術検定
●ビジネス文書実務検定
●パソコン利用技術検定
●実用英語技能検定

●グラフィックデザイン検定
●情報処理検定
●危険物取扱者
●低圧電気取扱業務特別教育
●無人航空従事者試験
 （ドローン検定） 他

・・・専門科目

進学先

日本郵便㈱九州支社/九州旅客鉄道㈱/
㈱シミズオクト/エス･パックス㈱/
シャープサポートアンドサービス㈱/
㈱九飛勢螺鹿児島工場/
京セラ㈱鹿児島国分工場/㈱Misumi/
トヨタ自動車㈱/トヨタ車体㈱/自衛隊　ほか

就職先

●ハードウェア
　コンピュータの構造や、コンピュータ内の電子回路の仕組み等を学習
●プログラミング
　プログラミング言語であるC言語を用いて､プログラミングを学習
●情報基礎技術
　コンピュータの利用技術（Word、Excel）等を学習
●情報システムの開発
　ビジュアルプログラミング言語のScratchで作品制作
　直感的な操作で楽しく学習

｢C言語｣｢Java｣などプ
ログラミング言語を通
じてプログラムに関する
基本的知識と技術を習
得します。

プログラミング実習
超小型コンピュータ「ラ
ズベリー・パイ」を使って
IoT機器の制御やプログ
ラミング、ネットワーク活
用の授業を展開し、課題
研究等に応用しています。

超小型コンピュータを
使った授業

月 火 水 木 金

LHR 体育 言語文化 プログラミング
技術 家庭基礎

ハードウェア
技術 現代の国語 科学と

人間生活 家庭基礎 科学と
人間生活

保健 数学Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ⅰ 地理総合

工業技術基礎 電気基礎 工業情報数理 現代の国語 言語文化

※IoT（Internet of Things）：インターネットと接続する機能を持ったモノ。

スクロールシューティングゲーム「MARIMO」カードゲームBOX 格闘ゲーム スロット＆シューティング

プログラミングによる生徒作品
情報システム系の
演習が充実！
パソコンを使ってゲー
ムやCAD、WEBなどの
プログラムを学べる演
習が充実しています。STUDENT’S

VOICE

プログラミングをはじめコン
ピュータの中身や使い方を学べ
て、ITパスポートなどＰＣ関係
の資格が取りやすい学科です！
一学期に一回、先生方との面談
があり、学生生活や将来につい
て相談し一緒に考えられるのも
良い所です。

資格取得に向けた勉強会や
サポートも充実

次世代を担うコンピュータ技術者を育成

3
つ
の
ポ
リ
シ
ー

1

2

3

多くの資格取得により幅広い進路を実現

自発性を尊重した教育環境で、生き生きと個性を発揮

1

2

3

特色ある教育プログラム

最先端の教材で分かりやすい授業　

学びの特色

アドミッション・ポリシー（求める生徒像）
中学校段階までの基礎学力を身に付け、情報・ビジネス・科学技術に関す
る学習に対して興味・関心をもつ人。また、地域から学び、地域に貢献しよ
うとする意欲のある人。

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施に関する方針）
普通教育及び情報・ビジネス・科学技術に関する専門教育を実施する。教
科「課題探究」を通じて、地域の魅力・課題の探究や学びと課題を結びつ
け解決する学習、共に学ぶ課題解決型学習（協働）を実施する。教科・科目
や分野を越えた教育を実施し持続的な授業改善を図る。

グラデュエーション・ポリシー（育てる生徒像）
情報システムやビジネス分野の課題や動向に関心をもち主体的に取り組
む能力（主体性）、他者と円滑な人間関係を構築し協働する能力（協働
性）、デジタルテクノロジーを活用し新たな価値を創造する能力（創造性） 
を身に付けた人材を育成する。

工業技術基礎 工業情報数理 電気基礎 ハードウェア
技術

英語コミュニ
ケーションＩ

地理総合 体育 プログラミング
技術

英語コミュニ
ケーションＩ

英語コミュニ
ケーションＩ

システム
コース
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就職先

1年次 2年次 3年次

わたしの
学び
のステッ

プ

●秘書検定●色彩検定
●情報技術検定

●パソコン検定
●ビジネス文書実務検定
　速度部門

多摩美術大学/鹿児島国際大学/昭和音楽大学/
神戸芸術工科大学/福岡工業大学/鹿児島女子短期大学/
志學館大学/九州産業大学/崇城大学/京都産業大学/
久留米工業大学/第一工業大学/大阪芸術大学/
鹿児島県立短期大学/産業能率大学/奈良大学/
デジタルハリウッド大学　ほか

進路実績 ※過去3年間

PhotoshopやIllustrator
を使って画像やアート
ワークの作成と加工を
学びます。課題に対して
自身で考えデザインする
力を身に付けます。

CGデザイン
After EffectsやPremiere 
Proを使った映像編集や
クロマキー合成などの映
像編集・撮影技術を学
びます。

●色彩検定
●CGクリエイター検定
●グラフィックデザイン検定
●Webデザイナー検定
●漫画キャラクター検定

●パソコン検定
●ビジネス文書実務検定
●アーク溶接技能
●レタリング技能検定
●フォークリフト運転 他

進学先

㈱Misumi/㈱トッパンコミュニケーションプロダクツ㈱/
明石屋㈱/イトーヨーカ堂㈱/ビックカメラ/
京セラ㈱鹿児島国分工場/東京ガス㈱/
トッパン・フォームズ・オペレーション㈱/
独立行政法人国立印刷局/九州旅客鉄道㈱/
城山観光㈱/㈱ユピテル鹿児島/㈱ニシムタ　ほか

就職先

映像実習

月 火 水 木 金

科学と
人間生活 現代の国語 ３DCG制作 工業技術基礎LHR

数学Ⅰ 保健 ３DCG制作 工業技術基礎地理総合

英語コミュニ
ケーションⅠ

英語コミュニ
ケーションⅠ

CGデザイン実習／
イラスト実習

英語コミュニ
ケーションⅠ

デジタル
サウンド

言語文化 科学と
人間生活

CGデザイン実習／
イラスト実習 現代の国語デジタル

サウンド

CGデザイン実習／
イラスト実習 数学Ⅰ 体育 数学Ⅰ工業情報数理

CGデザイン実習／
イラスト実習 地理総合 体育 言語文化工業情報数理

授業の一環で様々な作品を制
作しています。印 刷 物 、パッ
ケージ、Webや動画など多種
多彩です。公式Youtubeチャン
ネルでも、生徒の制作物を見る
ことができます。
ぜひご覧ください。

生徒作品

●デジタルサウンド
コンピュータを使った作曲、レコーディング、音声編集などの実習
を通して、音楽制作の基礎を学習
●3DCG制作
3DソフトMayaを使い、3Dモデリングからアニメーションまで、基
礎からしっかりと3DCGの世界を学習
●工業情報数理
パソコンの基本的な使い方から、プログラミングまで幅広くマルチ
メディア技術の基礎を学習

STUDENT’S
VOICE

音楽を作りそれを使ったCMを
制作したり、PCを使ってCGや動
画編集、画像加工を学ぶ授業が
あり面白いです。新しいパソコ
ンなど最新の設備が整っていて、
プロの先生方が丁寧に指導して
くださり技術を身につけることが
できます。

夢を叶えるための一歩を
情報高校で踏み出そう！

多様な体験を通してデジタルクリエイターを養成

3
つ
の
ポ
リ
シ
ー

1

2

3

第一線で活躍のプロによる実践的な指導

クリエイティブな資格に挑戦

1

2

3

特色ある教育プログラム

プロ仕様のハード・ソフトで現場の技術を習得

学びの特色

アドミッション・ポリシー（求める生徒像）
マルチメディア分野に興味・関心があり、今までにない新しいものを創ろ
うと学び続ける人。多様性を認め、個性を尊重し、志を共にする仲間と「も
の創り」ができる人。向上心があり、さらに良いものを創ろうと努力を惜
しまない人。

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施に関する方針）
第一学年「独創力」：既存のいろいろなアイデアや知識を学び、新しい視点
で組み合わせる力を育成する。第二学年「協創力」：志を共にする仲間を
集め、徹底して建設的に議論しあい、互いのアイデアを高めていく力を育
成する。第三学年 「競創力」：高めたアイデアを互いに競い合い、今回はう
まく行かなくても、そこからまた学ぶ力を育成する。

グラデュエーション・ポリシー（育てる生徒像）
その時代時代に応じた最先端のテクノロジーを用いつつも、不易であり
根底にある「もの創り」の精神や考え方を育成する。

1日体験入学ポスター原画 工業連盟
生徒作品発表大会ポスター

秋の体験入学ポスター かごしま弁
マンガイラストコンテスト

さくらじま
プロジェクション
マッピング

SNS×広告
鹿児島を世界に！

・・・専門科目
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進学先

1年次 2年次 3年次

わたしの
学び
のステッ

プ

●ものづくりコンテスト最優秀賞●三級自動車整備士（三種）
●危険物乙五
●リスニング英語検定二級

●危険物乙四
●ガス溶接

第一工業大学/日本経済大学/県立吹上高等技術専門校/
九州工科自動車専門学校/中央法科カレッジ/
トヨタ神戸自動車大学校/福岡リゾート＆スポーツ専門学校/
今村学園ライセンスアカデミー/鹿児島医療技術専門学校/
鹿児島キャリアデザイン専門学校　ほか

進路実績 ※過去3年間

3年生では2年間で学ん
だ集大成として、個人の
知識と技術を集約しゼ
ロハンカーを製作・発表
しています。

ゼロハンカー製作 エンジン・シャシ・電装に
分かれ、ローテーション
による少人数授業を実
施しています。豊富な教
材に触れながら実践的
に学ぶことができます。

●自動車整備士（Ｇ·C·Ｄ）
●移動式クレーン
●フォークリフト運転
●ガス·アーク溶接技能
●リスニング英語検定

●危険物取扱者
●玉掛け
●酸素欠乏危険作業主任者
●小規模ボイラー取扱
●低圧電気取扱業務特別教育 他

進学先

トヨタ自動車㈱/㈱Misumi/南国交通㈱/
南国建機サービス㈱/日比野工業㈱/トヨタ車体㈱/
㈱ホンダさつま/南九州日野自動車㈱/日野自動車㈱/
いすゞ自動車九州/鹿児島日産自動車㈱/
ネッツトヨタ南九州㈱/日本車体九州㈱/
㈱スズキ自販鹿児島/南九州トーヨータイヤ㈱/自衛隊
ほか

就職先

各機関に分かれての
少人数制の実習

●自動車実習
自動車の基礎技術や安全装置など、各装置ごとに構造・機能・整備
を学習
●自動車工学
現代社会における自動車の役割や基本的な構造、機能を学習
●課題研究
生徒自らゼロハンカーの設計から製作まで行います。自動車作り
を通して実践的に自動車の構造を学習

月 火 水 木 金

LHR 自動車実習 機械実習 自動車工学 機械実習

自動車実習 自動車実習 言語 自動車実習

科学と
人間生活 体育 地総 自動車実習 地総

工業技術基礎 体育 工業技術基礎 自動車実習 自動車工学

自動車実習 科学と
人間生活 数学Ⅰ 課題研究 数学Ⅰ

自動車実習 自動車整備 課題研究 言語

自動車工学科公式
Twitter

充実した設備の紹介

完成したゼロハンカーベンチエンジンTIG溶接機リフトタイヤチェンジャー
STUDENT’S
VOICE

入学後、好きな車の話ができる仲
間ができて、より車に興味が湧く
ようになりました。将来は空港用
特殊車両の整備士を目指してお
り、3級自動車整備士（ガソリン・
シャシ・ディーゼル）・第二級陸上
特殊無線技士の資格取得に向
け、過去問を繰り返し解き、実習
を理解に結びつけ合格しました。

動いて感動したゼロハンカー
製作など実習が魅力

アドミッション・ポリシー（求める生徒像）
自動車や整備、ものづくり等に興味・関心をもち、資格取得や実習に対し
て自ら意欲をもって活動に参加し、何事も前向きに取り組むことができ
る人。

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施に関する方針）
就職・進学に対応できる人材の育成。自動車の整備はもちろんのこと、も
のづくりに対しても生徒の興味・関心高める授業を実施する。

グラデュエーション・ポリシー（育てる生徒像）
規律を遵守し、規範意識をもって行動できる生徒を育てる。自動車に関す
る知識・技能はもちろん、今後、多様化する自動車産業を支え発展させる
技術者を育成する。

自動車整備士への確実な第一歩

3
つ
の
ポ
リ
シ
ー

三級自動車整備士2年養成課程認定校で高い国家試験合格率

鹿児島キャリアデザイン専門学校（姉妹校）への進学がスムーズ

1

2

3

1

2

3

特色ある教育プログラム

充実した教材・設備で自動車整備技術を総合的に習得

学びの特色

・・・専門科目

英語コミュニ
ケーションＩ

英語コミュニ
ケーションＩ
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就職先

1年次 2年次 3年次

わたしの
学び
のステッ

プ

●初級ＣAD検定
●フォークリフト運転技能講習

●リスニング英語検定3級

福岡工業大学/九州産業大学/久留米工業大学/
第一工業大学/志學館大学/鹿児島国際大学/
大分短期大学/国立清水海上技術短期大学校/
川内職業能力短期大学校/県立姶良高等技術専門校/
鹿児島県立農業大学校/鹿児島医療技術専門学校/
鹿児島キャリアデザイン専門学校　ほか

進路実績 ※過去3年間

電気の屋内配線を工具
や計器を使って実践的
に学ぶ実習です。電気工
事士資格取得を通じて
将来の進路選択に役立
ちます。

電気工事実習 工作機械等の仕組と使
用方法を学ぶ実習です。
NCとは数値制御の意
味で現代の工作機械の
多くはNC言語のプログ
ラムで動いています。

●電気工事士（一種・二種）
●消防設備士
●初級ＣＡＤ検定
●無人航空従事者試験 
　（ドローン検定）
●危険物取扱者

●陸上特殊無線技士
●二級ボイラー技士
●基礎製図検定
●アーク溶接技能
●フォークリフト運転
●リスニング英語検定 他

進学先

国土交通省/鹿児島市役所/㈱九電工/九州旅客鉄道㈱/
国立印刷局/トヨタ自動車㈱/三菱重工業㈱/日野自動車㈱/
東京ガス㈱/南日本新聞印刷㈱/カルビー㈱/京セラ㈱川内工場/
国分工場/㈱コスモテック/芝浦電子工業㈱/
シチズン時計鹿児島㈱/㈱南光　ほか

就職先

メカトロNC工作機械
実習

月 火 水 木 金

LHR 科学と
人間生活 地理総合 工業技術英語現代の国語

数学Ⅰ 数学Ⅰ 電気基礎 電気基礎英語コミュニ
ケーションⅠ

地理総合 製図 数学Ⅰ 言語文化工業情報数理

電気基礎 製図 工業技術基礎 工業情報数理 工業情報数理

英語コミュニ
ケーションⅠ数学Ⅰ 保健 現代の国語 体育

科学と
人間生活

英語コミュニ
ケーションⅠ工業技術基礎 言語文化 体育

●メカトロ実習
ロボットやＮＣ工作機械の操作やプログラムを学習
●電気基礎
電気工事でも必要となる電気の基礎から実践までを学習
●ＣＡＤ
コンピュータを使い立体形状を
デザインして３Ｄプリンターで出力

●計算技術検定4級
●基礎製図検定
●情報技術検定3級
●第二種電気工事士

STUDENT’S
VOICE

機械、電気、情報など様々な分
野を勉強できるのがとても楽し
いです。プログラム言語を勉強
するだけでなく、それを利用して
ロボットを操作するなど、楽しく
学べるのが学科の特徴です。資
格試験対策も充実しています。

幅広い基礎知識を身につけ
大学進学を目指す

ものづくりの技術とシステムを学び次世代のエンジニアに

3
つ
の
ポ
リ
シ
ー

先端企業出身の先生から学べる！

ものづくりの基礎を総合的に習得

1

2

3

1

2

3

特色ある教育プログラム

最先端技術を学べる充実の環境

学びの特色

アドミッション・ポリシー（求める生徒像）
ものづくりに興味があり、専門的知識と技術・創造力を身に付けたい人。
規則やマナーを守り、基本的な生活習慣が身に付いている人。何事にも
前向きに行動ができる人。

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施に関する方針）
専門教科と実習を通して確かな技術を身に付け、技術を使ったボラン
ティアに取り組ませるとともに、仕事のやりがいや責任感を感得させ、エ
ンジニアとして活躍する自身の将来像を描かせる。

グラデュエーション・ポリシー（育てる生徒像）
機械・電気・情報の基礎工学を習得し、地域社会に貢献できる人材を育成
する。また、社会人として必要な協調性、コミュニケーション能力を育て
る。これらの経験を重ねてエンジニアとしてのプロ意識や創造力をもつ
人材を育成する。

発明くふう展に多数入賞 学科独自の進路見学旅行 動く干支イルミネーション作成 CO²濃度測定器を作成し近隣施設に寄贈

・・・専門科目
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進学先

1年次 2年次 3年次

わたしの
学び
のステッ

プ

●全商簿記1級（原価計算） 
●全商ビジネス文書2級
●全商電卓実務1級 など

●九州高校総体出場（陸上）●全商簿記3級
●全商情報処理3級
●全商ビジネス文書3級 など

東京女子体育大学/東京音楽大学/同志社大学/
京都外国語大学/福岡大学/福岡工業大学/別府大学/
鹿児島国際大学/志學館大学/鹿児島県立短期大学　ほか

進路実績 ※過去3年間

●日商簿記検定
●ビジネス計算実務検定
●ビジネス文書実務検定
●情報処理検定
●秘書検定

●全商簿記検定
●ビジネスコミュニケーション検定
●日本漢字能力検定
●リスニング英語検定
●硬筆書写検定 他

進学先

南国殖産㈱/㈱トヨタレンタリース鹿児島/
㈱日産カーレンタルソリューション/㈱Misumi/
鹿児島荷役海陸運輸㈱/園田陸運㈱/鹿児島王将㈱/
㈱鹿児島銀行/㈱南日本銀行/城山観光㈱/
鹿児島国際観光㈱/今別府産業㈱/セイカ食品㈱/
いわさきホテルズオペレーション㈱/㈱健康家族/
㈱明石屋/いぶすき農業協同組合/
さつま日置農業共同組合/グリーン鹿児島農業協同組合/
鹿児島県農業協同組合中央会/
日本郵便㈱九州支社/自衛隊/鹿児島県警　ほか

就職先

STUDENT’S
VOICE

私は全商簿記検定1級を目指し
ており、その勉強の中で分から
ないところを分かるまで教えてく
れる先生方のサポートが心強い
です。商業系の勉強ができて、
将来に活かせる資格取得にも集
中して取り組めるので進路の幅
が広がります。

情報化が進む社会で
必要な力が身につく

●簿記
事務職に必要なスキルで、お金や物の出入りを記録するための方
法を学習します
●ソフトウェア活用
パソコンを使って多くの情報からグラフなどを作成して分かりやす
い資料を作ります
●ビジネス基礎
３年間で学習する商業科目の全体を紹介しながら、その基礎的な
内容を学習します

Microsoft Office ワード、
エクセルなどビジネス分
野で利用頻度の高いソフ
トウェアの操作を習得する
ことができます。

ビジネススキルを習得

進路に役立つ様々な資格
にチャレンジできる環境が
あります。超難関の日商簿
記1級や全経簿記上級の
合格者も輩出しています。

社会で活かせる資格を
取得

月 火 水 木 金

LHR ソフトウェア活用 情報処理 数学Ⅰ 簿記

科学と
人間生活 ソフトウェア活用 情報処理 保健 地理総合

言語文化 数学Ⅰ 数学Ⅰ 簿記 言語文化

簿記 ビジネス
コミュニケーション ビジネス基礎英語コミュニ

ケーションⅠ
英語コミュニ
ケーションⅠ

ビジネス基礎 簿記 体育 ソフトウェア活用 ビジネス
コミュニケーション

英語コミュニ
ケーションⅠ 地理総合 体育 ソフトウェア活用 科学と

人間生活

鹿児島の魅力を
発見し現地での
取 材 の 様 子 を、
SNSを利用して
世界中に発信し
ています。

鹿児島盛り上げ
隊 が 内 閣 府「 地
方 創 生ＳＤＧｓ
官民連携プラッ
トフォーム」の優
良事例に選定さ
れ 、鹿 児 島 市 長
を表敬訪問しま
した。

イオンモール 鹿
児島を盛り上げ
るための活動を
行っています。リ
ニューアル１周年
では、ＴＶＣＭに
出演しました。

生徒主体の実践活動でビジネスの知識と技術を習得

3
つ
の
ポ
リ
シ
ー

即戦力として活きる資格を取得

企業と連携した商品開発・販売や鹿児島の魅力をＳＮＳで発信

1

2

3

1

2

3

特色ある教育プログラム

会計事務や販売業務など実践的な授業が豊富

学びの特色

アドミッション・ポリシー（求める生徒像）
情報処理の知識・技術・資格で社会に貢献したいと考えている人。進路実
現に向けて意欲的に勉学に取り組み、資格取得に向上心をもって取り組
める人。地域の産業にも興味をもち、課題の解決に本気で向き合う人。

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施に関する方針）
学びの基礎となる一般教科において学んだ知識を基に、ICTの活用を通
して地域密着型授業を展開する。専門教科の知識や技術の確実な習得を
図るために習熟度別授業を展開する。資格取得を推進し、将来の職業選
択の幅を広げる。

グラデュエーション・ポリシー（育てる生徒像）
地域における様々な課題解決活動を通し、自己プロデュースできる自立
型人間を育成する。

情報処理科ＳＮＳ『鹿児島盛り上げ隊』 鹿児島市長を表敬訪問 イオンモール鹿児島盛り上げ隊

・・・専門科目
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19:00
下校

勉強も部活動も一生懸命
に取り組める環境なので
毎日やりがいがあります。
そろそろ本格的に将来のこ
とも考え始めています！

毎日忙しいですが、とても
充実しています。
たくさんのことに挑戦して、
その経験を未来に繋げてい
きましょう♪

SCHOOL
LIFE

6:50
朝ランニング・
トレーニング開始！

8:45
授業開始

12:35
昼食・昼休み

13:35
午後の授業開始

16:00
部活動開始

20:00
下校

7:10
スクールバス乗車

8:45

8：30までに
教室に入ればOK

授業開始

12:35
昼食・昼休み

13:35
午後の授業開始

みんな
おはよう！

プレップ
科では

HRの挨
拶が

クメール
語！

「チョム
リアップ

・スオ（
おはよう

）」

バイバイ
♪

また、明日！

放課後は
楽しみの
部活動！

授業は
しっかり
真剣に！

今日の
お弁当は
何かな♪

17:00
部活動開始

8：30までに
教室に入ればOK

今日も1日
頑張ろう！

気合を入れて
がんばるぞ！

おなか
ペコペコ～

■入学式
■新入生歓迎会
■教育・進路相談
■一日遠足（1・2年生）

■進路ガイダンス
■生徒会総会

■情報音楽祭
■情報祭

■永田川クリーン作戦
■クラスマッチ
■夏休み
■姉妹校説明会
■３年生就職三者面談

■各部活動合宿
■夏季補習 ■体育祭

■就職試験開始
■専門系キャリア教育

■開校記念日
■谷山ふるさと祭
■教育相談

■大学推薦入試
■姉妹校相談会
■定期演奏会

■クリスマスライブ
■文化系クラスマッチ
■体育系クラスマッチ
■冬休み

■入学願書受付
■大学入試共通テスト
■入学者選抜学力検査

■大学入試
■卒業ライブ
■課題研究発表会

※e-プレップ科のインターンシップ、
　プレップ科の海外研修は
　感染症の状況を踏まえて、
　時期を決定します。

■卒業式
■修学旅行
■職業理解ガイダンス
■保護者姉妹校説明会
■クラスマッチ
■新入生説明会
■春休み
■姉妹校ガイダンス

一日遠足

入学式

永田川クリーン作戦

体育祭

定期演奏会

修学旅行

夏季補習

谷山ふるさと祭

クラスマッチ

情報祭
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SCHOOL
LIFE

JOHO STYLE 
Uniform
   Introduction

BOY’S STYLE 

1 ブレザー　2 リボン　3 ネクタイ　4 ベスト　5 ブラウス/長袖:ホワイト・ピンク、半袖:ホワイト　6 プルオーバーニット(夏用)/ホワイト・ブルー・ピンク　
7 ソックス　8 スカート/チェック柄のかわいいスカート　9 通学シューズ　10 パンツ/女の子もパンツルックがOK！選べる喜び！　11 コート　　

1 ブレザー　2 ネクタイ　3 ベスト　4 シャツ/長袖:ホワイト・ブルー、半袖:ホワイト
5 プルオーバーニット(夏用)/ホワイト・ブルー　6 通学シューズ　7 ズボン

1 カーディガン　2 通学リュック

1 2 4

5
6

7

8

9

10

3 11

GIRL’S STYLE 

1

2

4

5

6

73

男女共通アイテム

1
2

更衣期間フリー＆組
み合わせ自由

気候や体調に合わせて自分のスタイルで着こなそう！
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女子寮

マルチメディア
センター

清見橋
3号館

市電 
谷山電停

5号館男子寮

体育館
永 

田 

川

本 館 2号館

JR 谷山駅

コンピューター
テクニカルセンター

人工芝グラウンド人工芝グラウンド人工芝グラウンド人工芝グラウンド

SCHOOL
LIFE

県内の高校で最初にエレベーター（6基）を設置し
た本館。
エレベーターを利用すれば、8階の教室までの移動
もラクラク。
明るくキレイな教室はすべて冷暖房完備。各フロア
に職員室が設置されているので、先生と生徒の距離
が近く、先生への質問もしやすい環境です。
マルチメディアセンターと直結しているので、図書館
などの施設も有効利用ができます。

備付け家電製品

2人部屋（1人部屋も有） 学習室

防犯センサー・防犯カメラ エアコン／Wi-Fi／洗面所／プロジェクター／冷蔵庫／洗濯機／電子レンジ／掃除機／アイロン／ウォシュレット施設・設備

最先端の施設・設備を揃えた、コンピューターテクニカルセンター。
500台を超える用途に応じたパソコンがあり、実践的な学びをサポートします。

セキュリティー設備の完備はもちろん、集中できる
学習環境と快適な住空間を提供しています。また、
学校に近いことで時間を有効に使うことができ、部
活動と学習の両立にも適しています。学年や学科
を超えた仲間と温かい笑顔に包まれた寮生活を楽
しんでみませんか。

専用パソコンを使った
専門性の高い実習！！

iMac
最新ソフト
導入

プロスポーツ
仕様の人工芝

デジタルサウンド実習室デジタルサウンド実習室

リラックススペース ストリートピアノ

CG・アニメ・動画編集室

トレーニングルーム（2室）

教室

寮生メッセージ

JR谷山駅と市電谷山電停、
路線バス停がすぐ近くの情報高校。
各種実習室や最新鋭の設備など、
充実した学習環境を紹介します。

マルチメディアホール

脇田 紗羽さん 
情報システム科 システムコース科

（ 里中学校出身）

セキュリティ
万全

各部屋
Wi-Fi完備

本館本館本館本館

15,000冊を所有する図書館や最新のコンピュータ技術を取り入れたALRルーム、
最大収容人数344名のマルチメディアホールなどが集まった情報高校が誇る自慢の施設。

マルチメディアセンターマルチメディアセンターマルチメディアセンターマルチメディアセンター

コンピューターテクニカルセンターコンピューターテクニカルセンターコンピューターテクニカルセンターコンピューターテクニカルセンター

学生寮学生寮学生寮学生寮

大型多目的屋内プール大型多目的屋内プール大型多目的屋内プール大型多目的屋内プール

図書館の自習スペース図書館

規則正しく充実した高校生活を送れています
寮では早寝早起きの規則正しい生
活ができ、学習時間が設けられてい
るので勉強に集中して取り組むこと
ができます。おかげでビジネス文書
実務検定やリスニング英語検定に
合格することができました。集団生
活の楽しさや大変さを感じながら、
自立した毎日を過ごしています。

●新国立競技場で使用されている人工芝
●雨水による流出や流動防止
●熱中症対策にも効果

プルミエール（男子寮）ソレイユ（女子寮）

1111

1111 22223333

4444

4444

2222

3333

4444

JR谷山駅と
市電谷山電停から
徒歩3分
路線バス停から
徒歩1分の
好立地にあります。

アクセス良好！

ウォシュ
レット付

き

トイレで
快適！

全教室
●冷暖房

完備

●Wi-F
i設置

●プロジ
ェクター

設置

校内を探索してみよう！校内を探索してみよう！校内を探索してみよう！校内を探索してみよう！

エレベーターホール

プロジェ
クター
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Club Activity

SCHOOL
LIFE

楽器のスキルが上がるだけでなく音楽を通して沢山
の事を学び成長する事ができます。

森山 紗希さん （皇徳寺中学校出身）
今畑 海凪さん （武岡中学校出身）　

● 第24回日本ジュニア管打楽器コンクール 全国大会出場（4部門）
　・金管8重奏・クラリネット8重奏・サックス4重奏・フルートソロ
● 第27回日本管楽合奏コンテスト 全国大会出場 
　 最優秀賞受賞（2年連続）

吹奏楽部 柔道部

九州大会・全国大会を目指し日々練習に取り組んで
います。ぜひ入部してください！

落合 冠太さん （宮崎市高岡中学校出身）　
池田 莉萌さん （舞鶴中学校出身）　

● 全国高等学校総合体育大会出場（九州大会２位）
● 令和元年度県大会３冠！
● 県高校柔道選手権大会 5連覇
● 県総合体育大会 3連覇
● 県新人柔道大会 5連覇

冬の選手権優勝を目標に頑張っています。
サッカーが好きな人はぜひ来てください。

宮原 泰輔さん （郡山中学校出身）　

● 第98回 全国高校サッカー選手権鹿児島予選 ベスト8
● 令和元年度 全国高校サッカーインターハイ（総体）
　 鹿児島予選 ベスト4
● 平成30年度 鹿児島新人戦（新人選手権大会） ベスト8

甲子園出場を目標に日々練習しています。
ぜひ入部してください！一緒に戦いましょう。

片野 成琉さん （緑丘中学校出身）　

● 第141回 九州地区高等学校野球大会鹿児島県予選 ベスト4
● 第143回 九州地区高等学校野球大会鹿児島県予選 ベスト4
● 第101回 全国高等学校野球選手権鹿児島大会 ベスト8
● 第61回 NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会 ベスト4

九州大会、全国大会に向けて全員が楽しく練習して
います。初心者の方も大歓迎です。

前田 唯人さん （西紫原中学校出身）　
川村 妃奈乃さん （大姶良中学校出身）　

● 全国高校総体 男子団体 8位
● 九州高校総体 男子団体 2位
● 全国・九州・県総体において県新・県高校新・
　 大会新記録を数多く樹立
● 三重国体候補選手として男女6名選出

野球部 水泳部

県大会ベスト８を目指して日々練習に励んでいます。
初心者でも大歓迎です。待ってます。

鎭守 星さん （谷山北中学校出身）　鎭守 星さん （谷山北中学校出身）　

日々チーム内で助け合い、県優勝を目指しています。
初心者でも大歓迎！入部待ってます。

池田 陸さん （東谷山中学校出身）　池田 陸さん （東谷山中学校出身）　

● 令和3年度 鹿児島県高等学校新人バレーボール競技大会
　 ベスト8
● 令和3年度 鹿児島県高等学校新人バレーボール競技大会
　 ベスト8

女子バレーボール部男子バレーボール部サッカー部

部員全員が楽しく真剣に取り組み、競い合いながら
頑張っています。マネージャー大歓迎！

西 こはるさん （坊津学園出身）　
下園 姫奈さん （皇徳寺中学校出身）　

● 2021年 鹿児島県高校総体 女子200m・400m 優勝
● 2021年 鹿児島県高校新人 女子200m・400m 優勝
● 2021年 鹿児島県選手権 女子一般400m 優勝
● 2022年 女子300m 県高校新記録更新

陸上競技部

九州大会、全国大会出場を目標に日々ハードな練習
をしています。やる気のある人大歓迎！

上原 圭叶さん （福平中学校出身）　

● 令和3年度 高校総体県予選（ベスト8） 
● 令和3年度 ウインターカップ県予選（ベスト8） 
● 令和3年度 高校新人バスケットボール大会（ベスト8） 

バスケットボール部

～挑戦し続ける～をモットーに練習しています。
初心者もマネージャーも大歓迎です！

富 真之輔さん （亀津中学校出身）　

● 第98回全国高校ラグビー県予選 3位
● 第99回全国高校ラグビー県予選 3位
● 令和3年度県新人大会（10人制） 優勝

ラグビー部
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ソフトテニス部 剣道部

弓道部 バドミントン部

卓球部 自動車部

書道部 演劇部

JS•WAOH和太鼓部 家庭部

電気部 美術部

MMC部 放送部

IT 競技部 囲碁将棋部

ITやプログラミングの技術を学び、難関資
格の取得や全国大会優勝を目指しています。

坂元 太一さん （松元中学校出身）

囲碁・将棋だけでなく、カードゲームなども
楽しくやっています。初心者も大歓迎です。

藤田 拓未さん （南中学校出身）

明るく元気で楽しく練習に取り組んでいます。
初心者・経験者問わず誰でも大歓迎です！

三浦 優仁さん （福平中学校出身）
波戸 こなみさん （獅子島中学校出身）

みんなで楽しく練習を頑張り部活動を盛
り上げていきましょう！

清藤 琉聖さん （皇徳寺中学校出身）
瀬戸口 麻帆さん （谷山北中学校出身）

ものづくりが好きな人、車やバイクが好きな
人、一緒にゼロハンカーを作りませんか？

永野 幸翔さん （坂元中学校出身）
仮屋﨑 治起さん （喜入中学校出身）

初心者や弓道を楽しみたい人など大歓迎
です。ぜひ弓道部に入部してください。

米丸 天翔さん （谷山中学校出身）

初心者でも気軽に楽しめるとても明るい
部活です。私たちと一緒に活動してみませ
んか？

山田 優梨さん （喜入中学校出身）

学年問わず仲良く楽しんで練習しています。
初心者大歓迎です。大いに青春しましょう。

粢田 文太さん （第一佐多中学校出身）

文字を書くことが好きな方一緒に書道を
しませんか。経験者・未経験者問わず大歓
迎です。

久保 美希さん （南中学校出身）

月・水・金を中心に活動し、日々の練習に励ん
でいます。初心者も経験者も大歓迎です！

神園 愛莉さん （山川中学校出身）

より高度な国家資格にチャレンジするた
めに日々勉強や実習に取り組んでいます。

イラストや音楽、動画など、PCでの創作を
通して、みんなで楽しく活動しています。

前田 ルナさん （西紫原中学校出身）

個性豊かな部員たちがそれぞれ役者・スタ
ッフとなり一つの劇を作り上げます。

西原 由唯さん （宮之城中学校出身）

週に１回、おいしいお菓子を楽しく手作りし
てみませんか？ぜひ見学に来てください。

前田 眞子さん （谷山中学校出身）

イラストや油絵などの作品をコンクールに
応募して、自分の画力を日々高めています。

川 流叶さん （福平中学校出身）

機材班とアナウンス班に分かれ、和気あい
あいと活動中！部員一同お待ちしています。

大塚 千夏さん （坂元中学校出身）

部活動&同好会

　原 優希さん （谷山北中学校出身）

● 第33回全国高等学校情報処理競技大会/全国大会
　 個人：優勝　団体：９位
● 第33回全国高等学校情報処理競技大会/鹿児島県大会
　 団体：優勝  17連覇　
　 個人：優勝・２位・３位・４位

● 第45回全国高等学校囲碁選手権全国大会　
　 女子団体戦４位
● 第45回全国高等学校総合文化祭囲碁部門
　 団体戦6位
● 第36回全九州高等学校囲碁選手権長崎大会
　 女子団体戦3位・4位
● 第64回全日本女流アマ囲碁選手権大会県予選 優勝
　 全国大会出場
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メカトロ部

簿記部 軽音楽部

ダンス部 英語演習部

英語ディベート部 ワープロ部

漫画・アニメ研究会 eスポーツ同好会

園芸同好会

生徒会

ボランティア同好会

図書部

【水泳部顧問】 福島 誠先生
　　　　　　 教科：保健体育

●県水泳連盟副会長

名物顧問紹介

植物を植えて一緒に学校を明るくしましょ
う！どこの学科の生徒でも大歓迎です。

古田 未来さん （福平中学校出身）
今村 姫音さん （和田中学校出身）

ポップ作りやビブリオバトル等の活動を通し
て、本や読書への見識を高め合う部活です。

長崎 瑛都さん （知名中学校出身）

ものづくりの好きな人、苦手な人も大歓迎で
す。ロボット作りやものづくりをしています。

鎌田 汰知さん （谷山中学校出身）

将来に有利な日商簿記検定を取得できま
す。先輩たちと楽しく勉強してみませんか？

中浜 優亜さん （川内北中学校出身）

音楽好きの仲間と演奏してみませんか？
初心者も大歓迎！素敵なライブを作りまし
ょう！

椿井 紗代さん （重富中学校出身）

初心者でも大歓迎！みんな明るくて楽しい
部活です。色々な曲を一緒に踊りませんか♡

宇都宮 桜さん （谷山中学校出身）

検定対策やゲームをしながら、学年を超え楽
しく交流できます。どなたでも大歓迎です！

大重 優梨菜さん （鴨池中学校出身）

仲間と協力して討論します。英語で話す楽し
さを一緒に感じ、スキルアップしませんか？

瀬戸口 麻帆さん （谷山北中学校出身）

未経験でも大歓迎！パソコンを楽しく学ん
で、資格取得に向け、一緒に頑張りましょう。

内村 彩乃さん （星峯中学校出身）

イラスト展示やイラスト集の発行をしていま
す。好きなもので交流し、発信しましょう！

平井 翠さん （吉野中学校出身）

学校生活を有意義なものにするために、そ
れぞれの個性を生かして取り組んでいます。

エンズ 史絵奈さん （星峯中学校出身）

最近何かと話題になっているeスポーツ！
あなたも一緒に楽しんでみませんか？

中木原 晴生さん （甲南中学校出身）

谷山駅周辺の清掃活動など、高校生がで
きる地域貢献活動に取り組みます。

猪俣 夢太さん （横川中学校出身）

プリンスリーグ昇格、クラブユー
ス優勝を目標に日々の練習に取り
組んでいます。

中村 隼也さん （鴨池中学校出身）

鹿児島
ユナイテッドFC
U-18

部活動&同好会

【競技歴】
昭和53年 長野国体200m平泳ぎ 第4位（少年B）
平成  8年 広島国体50m平泳ぎ 準優勝（成年30歳以上）

【信条・モットー】
●チームのために献身的に　●あいさつ励行

生徒と共に37年
　　　記録に挑戦!

部活中は厳しい先生。
 でも日頃は、「まこっちゃん」の愛称で

   親近感抜群のよき相談相手！
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JOHO    Times

※利用生徒の都合に合わせ、ルートや時間を毎年調整しています。
※料金は始発からのものです。
　詳細は、本校ホームページをご覧ください。
    片道利用の場合は往復の半額です
※2022年4月現在　

駅や電停に近いから通学楽ラク♪
JR谷山駅と市電谷山電停から徒歩3分の好立地JR谷山駅と市電谷山電停から徒歩3分の好立地

40分 15分
スクールバス

市電

垂水フェリー

スクールバス

JR
情
報
高
校

徒歩3分26分

29分

11分

谷
山

鹿児島中央駅前

高見馬場

郡元

鴨池港 情報高校垂水港

徒歩3分

32分

61分

47分

21分

新幹線12分

新幹線24分

18分

13分

情
報
高
校

谷
山

鹿
児
島
中
央

喜入

指宿

伊集院

国分

川内

出水

重富

●市営バス（谷山駅前バス停）
●鹿児島交通（谷山駅前バス停）
●南国交通（谷山バス停）

55分47分13分32分61分
垂水港から

フェリー・スクールバスで
国分駅から
中央駅まで

中央駅から
谷山駅まで

喜入駅から
谷山駅まで

指宿駅から
谷山駅まで

8 アリーナ線

8:25 7:30

8:15

8:00

8:10

8:05

8:20

8:106:42

玉里団地緑丘伊敷団地郡山

情報高校玉里団地 緑丘 伊敷団地 郡山

情報高校

笠沙 大浦 加世田 伊作 情報高校

情報高校 伊作 加世田 大浦 笠沙

坊泊 枕崎・木原
Aコープ 川辺 広瀬橋 情報高校

情報高校広瀬橋 川辺 坊 泊

石垣枕崎別府 西頴娃 青戸 知覧 星和台 情報高校

星和台情報高校 知覧 青戸 西頴娃 石垣 枕崎別府

情報高校 吉野 吉田 蒲生 山田 溝辺

溝辺 山田 蒲生 吉野吉田 情報高校

下神殿麦生田 伊集院 西陵中 皇徳寺中前情報高校

皇徳寺中前情報高校 西陵中 伊集院 下神殿 麦生田

日吉 松元 星ヶ峯 桜ヶ丘 情報高校

情報高校 桜ヶ丘 星ヶ峯 松元 日吉

鴨池港 武町 紫原

情報高校 紫原 武町

枕崎・木原
Aコープ

皇徳寺西
センター

武岡ハイ
ランド西

皇徳寺西
センター

武岡ハイ
ランド西

7:197:10

17:30

8:15
情報高校

17:5017:1516:45

9 鴨池線
鴨池港 鶴ケ崎

情報高校鶴ケ崎 鴨池港
7:557:50

17:0016:55

8:15
情報高校

8:07

16:4518:0017:3017:2017:0016:45

7:437:226:516:25

7:14 7:30 7:357:016:386:306:25

17:35 18:00 18:10 18:1517:2317:0517:0016:45

6:556:386:336:10

18:01 18:2717:5717:4016:45

7:157:086:456:306:05

18:25 18:5018:1017:4517:4016:45

7:25 7:457:107:006:506:35

17:50 18:00 18:2017:3517:2517:0516:45

7:307:266:586:406:35

17:50 18:05 18:1017:2517:2016:45

7:306:596:30

18:08 18:1317:5117:3416:45

西原商会
アリーナ

西原商会
アリーナ

西頴娃

吹上

金峰

南さつま線

12,400円

天保山

麦生田

下神殿

溝辺線
11,400円

山田中前

河頭

清水
長田

枕崎線

12,300円

南九州線

12,200円

伊集院線

8,200円

日置線

8,400円 　

鶴ヶ崎
鴨池港

郡山線
9,700円 吉田インター

吉野中前

溝辺車庫

鴨池線
5,200円

西原商会アリーナ
アリーナ線
5,700円8

9紫原紫原 武町武町

スクールバスは
県内9路線

バスビューワー
自分が乗るスクールバスの
運行状況を確認できます。

アクセス

Delicious
安くて・メニューの豊富な学食
焼きたてパンもおいしい♪
学食は30種類のメニューから選べます。料金も格安でボリューム
たっぷり。生地から作った焼きたて「パン」も大人気！

ランクアップ制度でモチベーションアップ！！

アメリカでの高校生模擬国連に派遣

学校で

手作り
♪

栄養バランス
ばっちり！

チーフの
こだわりメニュー！

できたて
焼き立て

ニューヨーク国連本部で開催される高校生
模擬国連に毎年代表が参加しています。

学業や部活動に真剣に取り組み、本校生徒の模範となる生徒について
は、入学後に奨学生として指定したり、奨学生のランクを引上げたりする
ことで大きな励みとなっています。

YouTube公式チャンネルでJOHOを知ろう！

垂門 奈々さん

情報処理科（松元中学校出身）　

女子ラグビー日本代表という夢に向かい生
徒会活動や検定にも積極的に取り組んで毎
日忙しい学校生活ですが、充実しています。ラ
ンクアップにより卒業まで今のモチベーショ
ンを維持できそうです！

練習に励み、
九州選抜に選ばれました！

     教えて！ 情報高校のココがイイ！

セブンイレブン自販機登場！
脱化場に県内で初めてのセブン
イレブン自動販売機を設置。パン
やおにぎり、サラダチキン、スイー
ツ、弁当など95種類の軽食を購入
できます。食堂にも飲み物などの
自動販売機があり、朝練後や放課
後など小腹がすいたときなど、とて
も便利です。

南小前
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県や財団が行っている支援制度もあります。
くわしくは事務室までお問い合わせください。

1 給付奨学金

募集定員450名

・建学の精神【開拓・創造】に富み、何事にも真剣に努力し、本校生徒
の模範となる生徒を特別奨学生として指定します。
採用人員・‥若干名

(1)兄姉が情報高校に在籍
・下の弟妹は上の兄姉が卒業するまで、A奨学生として指定します。
・弟妹が双子の場合は二人とも適用されます。

(2)兄姉が原田学園に在籍
・兄姉が原田学園の専門学校に在学している場合、兄姉が専門学

校を卒業するまでB奨学生として指定します。

・学業及び部活動に真剣に取り組み、本校生徒の模範となる生徒につ
いては、本校所定の規定に則り、奨学生のランクを引き上げます。
採用枠･･･Ｓ（10名以内） Ａ（20名以内） Ｂ（20名以内）〈年間〉
※数字は、成績及び部活動の合計です。

・校内選考基準に則り、判定会を経て決定します。

　①法律・校則等を遵守すること
　②欠席日数が年間30日を超えないこと
　③部活動奨学生は、途中退部をしないこと

●授業料…月額 47,000円
　 ※別途、保護者会費等の諸経費も必要です

S奨学金 A奨学金 B奨学金

40,000円

※支給額は授業料から国の就学支援金を差し引いた金額となりますが、各奨学生区
分の給付奨学金が支給額の上限となります。

30,000円 15,000円

２ 県の授業料軽減制度（令和3年度実績）
　 次の世帯が納入した入学金・授業料に対して補助金が支給されます。
　（県の承認後、7月以降に下の金額を充当予定です。）

・生活保護者である場合。

・保護者が県内に居住し、市町村民税が非課税、あるいは均等割のみ
納付である場合、または、本人が児童保護施設に入所している生徒
の授業料負担者である場合。

・保護者が県内に居住し、市町村民税が非課税、あるいは均等割のみ
納付である場合、または、本人が児童保護施設に入所している生徒
の授業料負担者である場合。

1 国の就学支援金
　高校に通う世帯の教育費負担を軽減する目的で、高等学校等就学支援
金が支給されます。支給額は、保護者等の課税所得（下表参照）によって
決定されます。返済の必要はありません。申請をしない場合、支給はあり
ませんので、ご留意ください。

【国の就学支援金】　　　(注)年収590万円未満は、私立学校のみに適用

課税額
下記※印参照

304,200円以上 304,200円未満
～ 154,500円以上

154,500円未満

支援金(月額) 0円 9,900円 33,000円

親権者等の
課税所得(目安)

910万円以上 910万円未満
～ 590万円以上

590万円未満

※所得判定基準…下の計算式により課税額が算定されます。
　親権者の（課税標準額×6％－市町村民税の調整控除の額）の合算額

就学支援制度

本校の奨学生制度

　鹿児島情報高等学校の８つの学科では、これから必要と
される知識や技能を「新しい学び方」や「最新の設備」で学
ぶことができます。学校が目指すのは生徒一人一人の「自
律」です。「自律」に必要な６つの力を育成するために今の
学びに何が必要かを常に考え、「現状打破」を念頭に置き
ながら教育活動に取り入れています。
　皆さんが「夢中になれること」は何ですか。高校で「やっ
てみたいこと」はありますか。一人一人がチャレンジしたい
ことは様々だと思います。そこで大切なことは「何を学ぶか」

「どのように学ぶか」「どこで学ぶか」です。情報高校では

資格取得・国際交流・部活動で将来必要とされる資質や能
力を育てています。また、プロジェクト型学習などの新し
い学び方で、協調性・表現力・創造力の向上を図るととも
に地域貢献も行っています。さらに、情報高校だからでき
る普通系と専門系の学科横断型の連携が、学びの可能性
を広げています。
　今、専門的な知識や技能はもちろんのこと高校時代に経
験したことが、進学や就職で評価されています。情報高校
の８つの学科で、好きなことを学びながら「生きる力」を育
てています。

情報高校は多彩なチャレンジを応援しています。

情報システム科　 特進コース.......30名
　　　　　　　　システムコース...50名
マルチメディア科 ........................ 120名
自動車工学科.................................50名
メカトロニクス科 ...........................30名

e-プレップ科... 25名 
プレップ科....... 25名
普通科 ............. 40名 工業科系

普通科系

情報処理科 .....80名商業科系

校長 新納 武彦

※令和5年度の制度については、募集要項(10月配布)でご確認ください。

試　験　日：令和5年1月28日(土)
試験会場：本校、指宿、加世田、枕崎、川内、加治木、
　　　　　鹿屋、西之表、中種子、屋久島、名瀬、喜界、
　　　　　徳之島、沖永良部、甑島

試　験　日：令和5年1月16日(月)
試験会場：本校推薦入試

一般入試

令和5年度 生徒募集

（2）授業料 毎月 4,950 円（年額 59,400 円支給 返済の必要なし）

（1）入学金 5,650 円

（3）授業料 毎月 9,900 円（年額 118,800 円支給 返済の必要なし）

4 ランクアップ制度

5 高校生活で奨学生に求められる事項

3 兄弟姉妹の奨学生の指定

2 特別奨学生の指定
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進学先 関西外国語大学 外国語学部 英米語学科

保護者の皆さまからのよくあるご質問にお答えします。

奨学生にはどのようなことが求められますか？
本校では奨学生に、次のことを求めています。
①法律・校則等を遵守すること 　②欠席日数が年間30日を超えないこと　③部活動奨学生は途中退部をしないこと

寮に入りたいのですが、入れますか？
基本的には申込順ですが、県外・離島の出身者を優先しています。県内出身で鹿児島市以外の方は、空きが
あれば入寮できます。鹿児島市出身の方は、原則として入寮できません。

スクールバスで通学予定ですが、部活動はできますか？
専門系の授業は15時30分に終了し、バスは16時45分に出発します。特定の部活動での短時間の活動にな
りますが、多数の生徒が参加しています。また、登校のみのスクールバス利用も可能です。
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者
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た
情
報
高
校

きっかけ　
　夏休みの体験入学で先輩方の英語でのプレゼン
テーションを見て、レベルの高さに圧倒され、英語を
学ぶにはここしかない！と入学を決意しました。また、
ニュージーランド語学研修も、e-プレップ科に入学し
たいと思うきっかけになりました。
エピソード　
　同じ目標を持つ友達と３年間過ごすことで、常に高
い目標を持ち、それに向かって努力する力を身につけ
たと思います。進路を決める時も、自分の将来を真剣
に考え、先生方のあたたかい助言やご指導をいただ
き、納得のゆく進路を決定できました。先生方と友達と
の出会いが、娘を人間として大きく成長させてくれた
と感じています。
卒業した感想　
　高校生活後半はコロナ禍により思うように動けな
い日々が続きましたが、校長先生の「学びを止めない」
という信念のもと、オンライン授業やオンラインでの
課題提出などが導入され、気持ちを切らさずに受験に
臨めました。
　毎日楽しくてしかたがない様子で、３年間１度も欠席
することなく、卒業を迎えることができ嬉しく思ってい
ます。支えてくれた先生方やクラスメイトの皆さんには
大変感謝しています。３年間ありがとうございました。

大切な出会いと努力する力を身につけたここにしかない３年間

就職先 城山ホテル鹿児島

きっかけ　
　情報高校を卒業した兄が部活と勉強を両立する姿
を見て、本人の意志で情報高校への進学を決めまし
た。学業、資格取得、部活動など高校生活で頑張りたい
ことに打ち込める環境が整っており、その恵まれた環
境に親子ともにとても魅力を感じました
エピソード　
　小規模校からの進学で少し不安もあったと思いま
すが、沢山の友達や先生方に恵まれ、充実した学校生
活を送ることが出来ました。また、男子バレー部のマ
ネージャーとして部員へのサポートを通じ、娘も大き
く成長することが出来たと思います。
卒業した感想　
　万全の環境の中で学ぶことの多い３年間でした。コ
ロナ禍ではありますが、オンライン授業など即座に対
応していただき、安心して学業にも取り組むことが出
来ました。マネージャーでの経験も、今後の就職先で
大いに役に立つことと思います。実りある学校生活に
心より感謝いたします。

情報高校で様々なことに挑戦し
成長した姿に感謝でいっぱいです

●事前WEB出願登録：令和4年12月1日(木) ～ 21日（水）
●出願書類受付締切：令和5年1月6日（金）
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●JR鹿児島中央駅から列車16分
●JR谷山駅から徒歩3分
●谷山駅前バス停から徒歩1分
●市電谷山電停から徒歩3分

鹿児島キャリアデザイン専門学校・鹿児島医療技術専門学校・しらゆきこども園
こまつばら幼稚園・原田学園スイミングスクール・ことばの支援センター 鹿児島情報高校

〒891-0141 鹿児島市谷山中央二丁目4118番地
TEL099-268-3101 FAX099-266-1851
ホームページ https://ka-joho.jp

アクセス良好

原田学園
グループ

保護者向け
入試相談会

KAGOSHIMA JOHO HIGH SCHOOL

OPEN SCHOOL2022
KAGOSHIMA JOHO HIGH SCHOOL

OPEN SCHOOL2022

水
※状況によって期日を変更することがあります。ホームページ等でお知らせします。

保護者説明会同時 （8/20は除く）
学科体験･部活動体験

一日
体験入学

7/ 8/

10/

26・27・28

15・22

20・24
Summer

Autumn

火 水 木 土

土 土

（8/20は部活動体験のみ）

11月5日土・19日土
実施！

プレップ科
情報システム科

マルチメディア科

メカトロニクス科

自動車工学科
普通科

情報処理科

e-プレップ科


