
全教室プロジェクターを設置

1年生アンケートから

良い77％
 普通 23％
悪い 0％

資格が取れる
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スマートフォンでもチェック》》

先生たちもマスク作成

吹奏楽部がリモート合奏
で「うちで踊ろう」を演奏！
各生徒が自宅で楽器を手に
し、新型コロナウイルス感染
症の収束を願いました。この
取組は、星野源さんがパー
ソナリティを務めるラジオ
番組を始め様々なメディア
で取り上げられました。

収束を願い、自宅から演奏♪吹奏楽部

メカトロ部の生徒は、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大予防策として、3Dプリンタを使ってドア
オープナーを作成。直接ドアノブに触れずにドアを
開閉できます。医療機関にも配布しました。

メカトロニクス科の生徒 
が作製したLEDウェルカム
ボードに、医療従事者などへ
の感謝の気持ちを込めたメッ
セージを表示しました。

足踏み式消毒スタンドをメカト
ロニクス科の生徒たちが製作し、
保育園や専門学校、コンビニなど
に完成品を寄贈しました。
とても喜ばれ感謝の言葉もい
ただきました。自分たちで作った
ものが周りの人の役に立つこと
に喜びを感じた生徒たち。さらに
技術を磨いていこう！と張り切っ
ています。

感染症対策のドアオープナー
メカトロ部

〒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/ 

感性を磨き夢へチャレンジ “生きる力”を育む８学科

＼全校生徒1460名に／

コロナに
＼打ち勝て／

入学式を分散で実施

自分の強い希望で入学72％
①志望動機 ②入学後の印象 ベスト３ 入学後の印象

③決意・抱負 ベスト３

希望の学科がある
施設設備がよい
体験入学に参加して
パンフレットや資料を見て
就職に有利
交通が便利

73％
55％
54％

45％
42％

35％

部活をやりたい 33％
34％

学校がきれい・
学習環境が良い
先生方が優しい・
しっかりサポートしてくれる
先輩方が優しい

資格を取る
勉強を頑張る
部活動での活躍

オンライン授業

授業を始めとする様々な場面で活用を
図り、創造的、主体的な学びを創出１年生全員にｉＰａｄ配付

超楽しみにしていました。

就職の情報
進学の情報 大学等合格者286名資格取得は進学にも有利

県内５２社６９名
県外１５社２１名高い就職決定率 県内就職に強い！資格取得数

資格の

情報

令和元年度実績

チャレンジできる資格は１２０種
５,３５３個

新型コロナウイルス感染症対
策で登校できない期間も、オン
ライン授業で対応。台風や大雨
時も自宅で授業を受けることが
できます。

70％

33％
16％

80％

27％
42％

創造的・主体的な学び

足踏み式消毒スタンドLED応援板LED応援板

大いに活用して、
意欲倍増、学力アップ

全ての教室で、タブレットやパ
ソコンの画面をいつでも簡単に
ホワイトボードに投影できるよ
うになりました。

進路相談
申込はQRコードで随時受付中

シンキングツール 学習支援サービス

プレゼンテーションツール

機器の制御各種検定・資格試験の問題演習

生徒カルテポートフォリオツール

新任式はテレビ放送で

学科ごとに時
間をずらして

担任はどんな先生かな

緊張しての自己紹介

メカトロニクス科

学校紹介動画

情報高校についてもっと知りたい方大歓迎！
オンライン or 来校して
親子で or 保護者だけ or 生徒だけ

自 由選 択



プレップ科 普通科

情報システム科 情報システム科 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

特進コース

e-プレップ科

多様な体験を通して英語で学ぶ

　e-プレップ科には英語の好きな生徒が
集まっているので、生徒同士で疑問を共
有、解決することで英語のスキルアップが
できます。そして、ニュージーランド留学や
ネイティプスピーカーによる授業を通し
て、たくさんの課題に取り組むことでどん
どん英語力が向上します。先生方が一人一
人のことを見てサポートしてくださるのも
心強いです。
　元松 まりんさん　
e-プレップ科2年（鴨池中学校出身）　

多くの貴重な経験を通して自分
を磨こう

●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

新しい形の学びに挑戦

　プレップ科の授業はグループ学習でお
互いに教え合い、苦手を補えることができ
てとても楽しいです。またプレゼンの機会
が多いため発言する力や相手の意見を聞
き、考えを深める力が身につきます。先生
から教えられるだけではなく、自分たちで
授業を展開するので主体的な学びができ
ます。海外研修では様々な発見を通して視
野が広がります。
　末吉 杏さん　
プレップ科2年（郡山中学校出身）　

先輩や他学科との交流も良い刺
激です

●「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」における２回の海外研修
●数学・理科・英語に重点を置いたカリキュラム　

実践活動を通して進路を拓く力を育む

　情報高校は設備や環境が整っており快
適な学校生活を送ることができます。普通
科はほとんどの生徒が部活動生であり、ク
ラスメイトとともに勉強と部活動との両立
を目指して頑張っています。また先生方は
一人一人の進路や学習状況に合わせてサ
ポートしてくださるので、文武両道とその
先の目標達成を目指すことができます。
　安樂 優希さん　
普通科2年（東串良中学校出身）　

目指すは文武両道の充実した高
校生活！

●文武両道で資格や進路に挑戦
●徹底した基礎学力の養成　

難関資格を武器に進学・就職をつかむ

　3年間一般教科を学びながら、並行して
1年では簿記・情報をバランス良く学び、２
年では商業・工業コースを自分で選択し、
より専門的な学習をします。資格は商業・工
業問わず選んで取得でき、私も基本情報技
術者と日商簿記検定2級を取得しました。1
年次から進路の相談が始まり信頼できる
先生方のもと勉強に集中できます。
　成松 悠慈さん　
情報システム科特進コース2年（和田中学校出身）

自分の進路に合わせたコース選
択で夢に近づけます

●専門教科と一般教科、絶妙なバランスで高度に学べる！　
●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・商業系どちらにも進める
　自由なコース選択

次世代を担うコンピュータ技術者の育成

　情報高校は自分の夢に向かって集中し
て勉強できる環境が整っており、情報シス
テム科は5教科に加えパソコンについて学
ぶことができます。多くの資格取得ができ、
中でもITパスポートや情報処理検定、情報
技術検定を目指す人が多いです。私はパソ
コンに苦手意識がありましたが、この学科
で学んだことで克服できました。
　中村 奨之さん　
情報システム科システムコース2年（谷山中学校出身）

万全の設備環境で快適に学べ
ます

●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

先進的な環境でデジタルクリエイターを養成

　私は将来メディア系の仕事に就くことを
目指し、マルチメディア科に進学しました。
この学科ではCG実習や映像実習ができる
ことが最大の特徴で、日々夢に近づいてい
る実感があります。また高校の授業では珍
しいイラストやデジタルサウンドを学ぶこ
とができ、先生方も熱心に向き合ってくだ
さるのでこの学科を選んで本当に良かっ
たです。
　松元 龍輝さん　
マルチメディア科2年（坂元中学校出身）　

専門知識が学びやすい！設備や
環境が◎

●プロ仕様のハード・ソフトで即戦力の
　知識と技術を習得　
●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

　情報高校は部活動が盛んで、私もサッ
カー部と勉強の両立に励んでいます。毎日
5・6限目は好きな自動車の授業に臨み、
将来は大手自動車メーカーへ就職すると
いう目標もできました。そのため、まずは3
級自動車整備士の資格取得を目指してい
ます。自動車工学科はほぼ男子生徒なの
で、行事では他学科にない団結力が生ま
れます。
　磯脇 榛里さん　
自動車工学科2年（国分南中学校）　

好きなサッカーと自動車に熱中し
ています

●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

　メカトロニクス科ではプログラミングや
電気工作など様々な工業分野の知識を身
につけられます。授業では実際の工作機に
触れながらの学習を通して、座学で学んだ
ことが形となって役立っている様子を見る
ことができるため、理解が深まり、モチベー
ションの高揚にもつながります。学校で取
得できる検定があるなど資格取得の機会
も多いです。
　若竹 翔大さん　
メカトロニクス科2年（谷山中学校出身）　

工業分野の知識を実践的に学
べます

●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！！

　情報処理科に入って、商業について学
び、電卓検定や簿記検定などを目指し、勉
強に励むことで将来の選択肢が広がりま
した。情報処理科は女子が多く、学生生活
は情報祭や遠足、クラスマッチなど楽しい
行事があり毎回盛り上がります。日頃から
先生方と話をする機会が多いので、いつで
も相談や質問など連携が取りやすい環境
です。
　萩原 愛さん　
情報処理科2年（南指宿中学校出身）　

新たな目標や夢が待っています！

●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　

可能性が広がる魅力ある8学科　キミの夢実現につながる学科は？


