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運
命
学
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立
命
の
学
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と
い
う
。

今
日
の
言
葉
で
い
う
な
ら
ば

「
人
間
科
学
」
と
い
う
も
の
だ
。

こ
れ
が
東
洋
哲
学
の
一
番
生
粋
で
あ
る
。  　
　

安
岡 

正
篤

『安岡�正篤　一日一言』安岡�正篤（致知出版社刊）より転載

現在��自分が��ああ
なりたい��こうな

りたいと思ってい
ることが

かなう・かなわな
いということは

それが��あなたの
外にあるのではな

くて

みんな��あなたの
命のなかに与えら

れた

心の思う力��考え
る力のなかに��あ

るんだよ！
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体験入学 体験入学ってなに !?
　体験入学とは，文字通り本校での生活を体験でき
るイベントで，実際に授業を受けることができます。
興味のあるコースに参加できますので，文理コース
で受験指導を受けてみたり，調理コースで調理実習
を体験してみたりと，ぜひお気軽にご参加ください。
もちろん，部活動体験もありますよ！
　令和４年度新入生にアンケート調査を行った結
果，73.3% の生徒が，入学前に体験入学に参加し
ていることが分かりました。今年も，沢山の中学生
の参加をお待ちしています！

午前の部 午後の部

昼食

学校中にたくさんのブースが出現！
友達と一緒に学校を探検しよう！

新入生262人

70人
192人

参加した

参加しな
かった

73.3%

閉講式
（体育館）

実際の授業を体験！
文理コース／進学コース

先輩たちと一緒にプレー！
体育コース

グループを組んで調理実習に挑戦！
調理コース／食物コース

参加保護者対象 気になる
学費のことを
ご説明します

パソコンでいろんなものを作ってみよう！
教養コース

参加申し込みは
ホームページから！

※�大隅地区の中学校には事前にご案内します。その他の
中学校は本校へお問い合わせください。
※�新型コロナウイルス感染症の状況により，日程・内容
が変更になる場合があります。

令和４年の開催予定

鹿屋中央高等学校ホームページ
https://www.kanoya-chuo.ed.jp

体験入学１日の体験入学１日の
スケジュールスケジュール

※�このスケジュールは令和３
年度のものです。本年度は
変更になる場合があります。

開講式（体育館）

新入生に
ききました！

　私は，鹿屋中央高校が自宅から近かっ
たことや，高校説明会の際，鹿屋中央
高校の先生のお話に興味を持ったため，
体験入学に参加しました。
　体験入学では数学と生物の授業を体
験し，高校での勉強の大変さと楽しさ
を知ることができました。また，勉強
と部活動を両立させて，それぞれ自分
の夢に向かって進む先輩方の姿を見て，
私も一緒に中央高校で頑張りたいと思
い，入学を決めました。

体験入学に参加してみて

瀨尾 彩奈さん�
進学コース1年

（鹿屋東中学校出身）

Message

学費セミナー

お弁当を
用意いたし
ます

好きな部活動を体験してみよう！初心者大歓迎！
先輩たちが楽しく教えてくれます！

＜ブースの例＞

などなど

タイピングゲームブース

校長室探検ブース

制服試着＆チェキブース

中央スペシャルアドベンチャー

部活動体験 先輩たちと
一緒に部活動
体験！

制服を試着
してチェキを
とろう！

第１回

第２回

第３回

見
よ
う
！

体
感
し
よ
う
！

知
ろ
う
！

授業体験で
各コースの特色

を
チェック！

令和
４年度

Open school

令和４年10月15日㊏

Ａ日程 令和４年７月16日㊏
Ｂ日程 令和４年７月30日㊏
Ａ日程 令和４年８月20日㊏
Ｂ日程 令和４年８月27日㊏

鹿屋中央の
先輩たちが
お出迎え！

※ �A・B日程は，中学校別で日程を分けております。
詳細は改めて各中学校へお知らせいたします。
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文理コースの特徴

　私は，少⼈数制で自分の能⼒をより高められ
ると思い，⽂理コースを受験しました。先生方と
の距離が近く，勉強していて分からないところは，
すぐに質問できて解決することができます。夜７
時まで約半⽇学校で過ごす⽇もあります。最初は
大変だと思っていましたが，今ではやりがいを感
じ，もっと上を⽬指していきたいという気持ちが
高まっています。この学校で一緒に楽しい高校
生活を送っていきませんか？

在校生��⻄廣�琴⾳�さん��文理コース２年��根占中学校出身
　⽂理コースは，少⼈数制でいつでも先生方
に質問できます。そのため，学習環境が充実
しており，先生方の⼿厚く丁寧な指導が受け
られます。また，クラス全員が「大学合格」
という大きな⽬標を掲げ，互いに高め合いな
がら，⽇々を過ごしていました。
　大学受験という大きな⽬標に向かい，高校
３年間が充実したものとなるように頑張ってく
ださい !!

3VOICE 卒業生の声

卒業生��崎⽥�将太郎�さん��
令和２年度卒業��鹿屋東中学校出身
熊本大学�理学部

自
分
の
頭
で
考
え
る

　落ち着いた雰囲気の中，集中して勉学に
励むことができ，充実した学校生活を送れ
ているようです。友⼈たちや先輩や後輩とも
励ましあいながら切磋琢磨し，確実に⼒をつ
け，夢へ一歩ずつ近づいています。熱⼼な
先生方のご指導や，丁寧で生徒一⼈ひとり
に真摯に向き合う姿勢に感謝しています。こ
れからの成⻑を見守りながら共に高校生活
を楽しみたいと思います。

文理コース３年��⾼山中学校出身
川添�梓乃さん保護者��川添�みちえ�さん

VOICE

医学部・歯学部・薬学部への
合格を目指す

文理コース
　経験豊かで情熱溢れる教師陣による徹底
した学習指導と，親身な個別指導で志望大
学への合格を目指します。課外補習，長期休
暇中の補習などを実施して，なお一層の学
力伸長を図り，目標達成をサポートします。

平日土曜日
ScheduleSchedule 文理コース２年  永井さんの場合

“�Give�a�man�a�f ish�and�you�feed�him�for�a�
day;�show�him�how�to�catch�fish�and�you�
feed�him�for�a�lifetime”

取得を目指す 主な資格

実用英語検定／漢字検定／数学検定

⃝医学部，歯学部，薬学部への進学
⃝国公立大学への進学
⃝難関私立大学への進学
⃝ 看護・理学療法などの医療関係学部
への進学

文理１期生から13期生までの主な合格先（医・歯・薬・獣医）

文理コース 合格実績

ス ケ ジ ュ ー ル

Course GuidanceCourse Guidance
1VOICE 在校生の声 2VOICE 保護者の声

各種検定対策・弱点克服！

※ 「恊生」（きょういく）は本校の全校朝会です。

コースガイダンス

文理コースの
１日を紹介します！

文理コース２年
永井 南海さん

（第一鹿屋中学校出身）

08：30〜08：45  恊生

08：55〜09：45  １限目 現代文Ｂ

09：55〜10：45  ２限目 化学

10：55〜11：45  ３限目 数学Ｂ

11：55〜12：45  ４限目 物理

12：45〜13：30  昼休み

13：30〜13：45  清掃

13：55〜14：45  ５限目 コミュニケーション英語

14：55〜15：45  ６限目  体育

15：50〜15：55  SHR

16：00〜16：50  ７限目 古典Ｂ

17：00〜17：50  ８限目 現代文Ｂ

18：10〜19：00  放課後学習・自学自習・質問タイム

08：30〜09：20  １限目

09：30〜10：20  ２限目

10：30〜11：20  ３限目

11：30〜12：20  ４限目

目標達成を
サポート！

（詳しくはP26へ）

英検
２級以上の

受験料半額補助
ライセンス

サポート制度！

鹿児島大学

医学部（医） ２期生
医学部（医） ４期生
歯学部 ４期生
医学部（医） ９期生
医学部（医）13 期生

福岡大学
医学部（医） ３期生
医学部（医） ９期生

川崎医科大学
医学部（医） ８期生
医学部（医）10 期生

九州
保健福祉大学

薬学部 12 期生
薬学部 13 期生

崇城大学
薬学部 12 期生
薬学部 13 期生

九州歯科大学 歯学部 １期生
長崎大学 歯学部 ４期生
長崎国際大学 薬学部 12 期生
日本大学 薬学部 ４期生
徳島大学 医学部（医） ５期生
北里大学 獣医学部 ７期生
昭和大学 歯学部 10 期生
神戸学院 薬学部 13 期生
帝京大学 薬学部 13 期生

区分 学校名 学部・学科

国
立
大
学

東北大学 理学部
信州大学 工学部
静岡大学 ⼈⽂社会
滋賀大学 経済（二）
岡山大学 理学部

山口大学 国際総合科学部
理学部

高知大学 医学部（看）
九州大学 理学部

九州工業大学 工学部
情報工学部

福岡教育大学 教育学部
⻑崎大学 経済学部
熊本大学 理学部

宮崎大学 工学部
農学部

鹿児島大学

医学部（医）
農学部
法⽂学部
工学部

琉球大学 国際地域学部

公
立
大
学

高知県立大学 看護学部
山口東京理科大学 工学部
下関市立大学 経済学部

北九州市立大学
国際環境工学部
経済学部
外国語学部

⻑崎県立大学
経営学部
看護栄養
情報システム

福岡県立大学 ⼈間社会
大
学
校

航空保安大学校
防衛大学校
水産大学校

区分 学校名 学部・学科

公
立

短
期
大
学

大分県立芸術⽂化 音楽／管弦打

鹿児島県立
短期大学

商経学科
経済学部
生活科学学科

公
立

専
門
学
校

鹿屋看護専門学校 看護
都城看護専門学校 看護
呉看護専門学校 看護

国
立

専
門
学
校

鹿児島医療センター付属
専門学校 看護

都城医療センター付属
看護学校 看護

私
立
大
学

天理大学 ⽂学部
中央大学 商学部

立命館大学
理工学部
産業
情報理工学部

東海大学 農学部
理学部

帝京大学
薬学部
外国語学部
理工学部

龍谷大学 ⽂学部

西南学院大学
外国語学部
商学部
⼈間科学部

福岡大学

医学部
⼈⽂学部
法学部
商学部

福岡工業大学 工学部
大正大学 表現学部
川崎医科大学 医学部
京都芸術大学 芸術学部
昭和大学 薬学部

区分 学校名 学部・学科

私
立
大
学

武蔵野大学 経済学部
⻑崎国際大学 薬学部

第一薬科大学 薬学部
看護学部

朝⽇大学 保健看護学部
聖徳大学 ⼈間栄養学部
修⽂大学 看護学部
名古屋女子大学 健康科学学部
金城学院大学 薬学部
九州保健福祉大学 薬学部

崇城大学 薬学部
生物生命学部

神戸学院 薬学部
経済学部

国際医療福祉大学 福岡薬学部

近畿大学
農学部
産業理工学部
経済学部

平成音楽大学 音楽
東京経済大学 経済学部
名古屋外国語大学 外国語学部

久留米大学 経済学部
⼈間健康学部

九州産業大学
商学部
生命科学部
理工学部

久留米工業大学 工学部
⻑崎総合科学大学 工学部
熊本保健科学大学 保健科学部
九州看護福祉大学 看護福祉学部
宮崎国際大学 教育学部
鹿子島国際大学 国際⽂化学部

私立短
期大学 鹿児島純⼼ 生活
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進学コースの
１日を紹介します！

進学コース２年
サッカー部

原田 友聖さん
（大崎中学校出身）

進学コースの特徴

　私は，国公立大学を⽬指せることと，充実した環
境で部活動ができるため鹿屋中央高校に入学しま
した。進学コースでは仲間にも恵まれ，切磋琢磨し
て学校生活を送ることができています。先生方が
丁寧に対応してくださり，検定対策や補習時間も確
保されています。おかげで英検 2 級を取得するこ
とができました。また，部活動（サッカー）も⽬標達
成のために一生懸命取り組むことができます。これ
からも⽂武両道を⽬指して精進していきます。

在校生��吉德�颯�さん��進学コース３年��⽥崎中学校出身
　私は，部活動をしながら大学を⽬指したくて，進
学コースを選びました。勉強との両立を図ることで，
メリハリのある充実した学校生活を送ることができ
ました。また，友⼈と遊んだり，学校⾏事で盛り上
がったりして，『⻘春』を体現することができます。
先生方はとてもわかりやすく⾯⽩い授業をしてくだ
さり，進路についての悩みなども親⾝になって一緒
に考えてくださいます。進学コースで得た『両立す
る⼒』を活かして，大学生活を楽しみたいです。

卒業生��猪俣�侑希�さん��
令和２年度卒業�垂⽔中央中学校出身
横浜国⽴大学�理⼯学部

個
性
に
応
じ
た

独
自
の
指
導

　勉強と部活動の両立がしたいと選択した進学コースですが，まさに
あっという間の 3 年間でした。充実した補習や授業内容，高校から始
めたバスケットボール。どの場⾯で
も素晴らしい先生方，仲間たちに⽀
えられ過ごせたことに感謝しかあり
ません。
　3 年前に教養コースを卒業した姉
共々お世話になり，本当にありがと
うございました。

令和３年度卒業�鹿屋中学校出身
福岡大学経済学部産業経済学科�大中原�遼さん保護者��大中原�瑞枝�さん

VOICE

文武両道で
国公立大学進学

進学コース
　“受験に打ち勝つ基礎学力をつけること”
こそが目標です。補習や丁寧な個別指導が
充実しており，授業・補習終了後も意欲あ
る生徒は残って指導を受けることができ
ます。継続は力なり。コツコツと地道に学
力をつけていけば，3年後，目標とする学
校にきっと合格できるはずです。勉強と部
活動を頑張りたい人にピッタリのコースで
す。一緒に夢をかなえませんか。

平日
ScheduleSchedule 進学コース２年  原田さんの場合

ステップアップタイム

実用英語検定／漢字検定／数学検定

⃝ １校時～７校時の国公立大学合格
を基準としたカリキュラム

⃝ 放課後のステップアップタイムで
実力養成

⃝ 経験豊富な教師陣の寄り添い指導

ス ケ ジ ュ ー ル

1VOICE 在校生の声 2VOICE 保護者の声

※ 「恊生」（きょういく）は本校の全校朝会です。

　その⽇の復習や教科担任への質問を⾏い，個別
学習を進める時間です。

Course GuidanceCourse Guidance

進学コース 合格実績

コースガイダンス

17：00〜17：50   ステップアップタイム

08：30〜08：45  恊生

08：55〜09：45  １限目 日本史

09：55〜10：45  ２限目 数学B

10：55〜11：45  ３限目 化学

11：55〜12：45  ４限目 英語Ⅱ

12：45〜13：30  昼休み

13：30〜13：45  清掃

13：55〜14：45  ５限目 数学Ⅱ

14：55〜15：45  ６限目  保健

15：50〜15：55  SHR

16：00〜16：50  ７限目 現代文B

17：00〜19：00  部活動 サッカー部

3VOICE 卒業生の声

部活と勉強両方で高みを目指す!

（詳しくはP26へ）

英検
２級以上の

受験料半額補助
ライセンス

サポート制度！

■昨年度の主な合格実績（17期生）
分野別 学校名 学部・学科名

国
公
立

大
学

熊本大学 理学部
宮崎大学 工学部2名
高知大学 地域協働学部

準大学 防衛大学校 理工学専攻

私
立
大
学 

（
薬・医
療
系
）

帝京平成大学 薬学部
熊本保健科学大学 保健科学部
西九州大学 看護学部
帝京大学 福岡医療技術学部
⽇本赤十字九州国際看護大学 看護学部

県内の 
私立大学 志學館大学 ⼈間関係学部

私
立
大
学

福岡大学 ⼈⽂学部，法学部，経済学部，工学部
西南学院大学 商学部
中村学園大学 栄養科学部
九州国際大学 現代ビジネス学部
九州産業大学 経済学部，理工学部
九州女子大学 家政学部
近畿大学 産業理工学部
久留米大学 経済学部
福岡工業大学 情報工学部
奈良大学 ⽂学部
近畿大学 工学部
京都橘大学 国際英語学部
玉川大学 工学部
東京農業大学 生命科学部
明星大学 情報学部
神田外語大学 外国語学部

短
期
大
学

鹿児島県立短期大学 ⽂学科
香蘭女子短期大学 保育学科
福岡医療短期大学 歯科衛生学科
山野美容芸術短期大学 美容総合学科

専
門

学
校

九州スクールオブビジネス フラワービジネス学科
横浜看護学校 看護学科

■過去の主な進路先（13期生～16期生）
分野別 学校名 学部・学科名

国
公
立
大
学

横浜国立大学 理工学部

鹿児島大学 教育学部，理学部2名，
工学部2名，農学部

宮崎大学 工学部2名，農学部
島根大学 総合理工学部

高知工科大学 システム工学群，
環境理工学群

福山市立大学 教育学部
準大学 防衛医科大学校 看護学科

私
立
大
学（
薬・医
療
系
）

九州保健福祉大学 薬学部，臨床⼼理学部
第一薬科大学 薬学部
兵庫医療大学 薬学部
福岡看護大学 看護学部
九州看護福祉大学 看護福祉学部
西九州大学 看護学部
熊本保健科学大学 保健科学部
西南女学院大学 保健福祉学部
帝京大学 福岡医療技術学部
福岡看護大学 看護学部
関西看護医療大学 看護学部
⻑浜バイオ大学 バイオサイエンス学部
千葉科学大学 危機管理学部

県
内
の 

私
立
大
学

鹿児島国際大学 経済学部，国際⽂化学部，
福祉社会学部

鹿児島純⼼女子大学 ⼈間教育学部
志學館大学 ⼈間関係学部，法学部
第一工科大学 工学部

私
立
大
学

西南学院大学 ⼈間科学部，経済学部
福岡大学 理学部，工学部
中村学園大学 栄養科学部
南九州大学 健康栄養学部
崇城大学 生物生命学部
熊本学園大学 外国語学部，経済学部

分野別 学校名 学部・学科名

私
立
大
学

活水女子大学 音楽学部
福岡女学院大学 ⼈⽂学部
福岡工業大学 工学部，情報工学部
西南女学院大学 ⼈⽂学部
久留米工業大学 教育創造工学部，工学部
久留米大学 ⽂学部，経済学部

九州産業大学 経済学部，理工学部，
生命科学部，商学部

筑紫女学園大学 ⼈間科学部
福山大学 工学部
倉敷芸術科学大学 芸術学部
吉備国際大学 農学部
甲南女子大学 ⽂学部
大阪女学院大学 国際・英語学部
大阪産業大学 国際学部
近畿大学 理工学部
大阪学院大学 経済学部
花園大学 ⽂学部
京都橘大学 発達教育学部
京都精華大学 芸術学部
愛知工業大学 工学部
関東学院大学 工学部
神奈川工科大学 応用バイオ学部
国士館大学 政経学部
大妻女子大学 ⽂学部
千葉商科大学 サービス創造学部

公立短
期大学

鹿児島県立短期大学 商経学科，生活科学科
大分県立芸術⽂化短期大学 国際学部総合学科

公立専
門学校

国立病院機構 鹿児島医療セ
ンター附属 鹿児島看護学校 看護学科

鹿屋市立鹿屋看護専門学校 看護学科

就職��企業名
防衛省（国家一般職） 鹿児島県警察

土曜日
08：30〜09：20  １限目

09：30〜10：20  ２限目

10：30〜11：20  ３限目

11：30〜12：20  ４限目

取得を目指す 主な資格
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体育コースの
１日を紹介します！

体育コース２年
硬式野球部

豊重 伶王さん
（吾平中学校出身）

夢
へ
の
挑
戦
!!

体育コースの特徴

　私は高校で本気でバレーボールに取り組みたいと思い，午後のスポー
ツⅠ・Ⅱの授業からバレーボールができる体育コースに入学しました。
バレーボールをする時間が⻑くなり，技術⾯はもちろんのこと，トレーニ
ングやケアの⾯，メンタル⾯など，競技⼒向上に
向けた様々な取り組みができています。また，将
来社会に出てから必要とされる礼儀作法なども
⽇々成⻑させていただいています。キツいこと
もありますが，ここで出会った仲間と⽀え合いな
がら⽬標に向かって練習に取り組んでいます。

　私は，高校を卒業後も高いレベルでレスリングをしたいと思い，伝統
と実績のある国士舘大学へ進学しました。高校時代は，レスリングの競
技⼒向上はもちろんのこと，礼儀作法などの⼈間性
や，協調性も磨いてきました。そのおかげで団体全
国３位，個⼈全国２位という，全国でも活躍する選
⼿に成⻑することができました。今は，コロナ禍で
厳しい状況ではありますが，これまでの成績に満足
せず，オリンピック出場を夢に持ってこれからも頑
張っていきたいと思います。

3VOICE 卒業生の声

卒業生��⼯藤�大知�さん��
令和３年度卒業�一志中学校出身
国士舘大学�体育学部体育学科

　息子は，「高校でも剣道を続けたい」という事で，鹿屋中央高校の体育
コースに入学しました。寮生活を始め，その中で，礼儀，⾝の回りの整理・
整頓，炊事，掃除，洗濯など社会に出て直ぐに役立つ経験をたくさんさ
せていただいています。入学当初から，コロナウイルスの影響でさまざ
まな活動が制限される中，担任の先生，各先生方は
もとより，元気なクラスメート，友達に恵まれ充実
した高校生活を送れていることに，保護者として感
謝しています。中央高校で学んだことを活かし，しっ
かりした社会⼈になれるよう，努⼒して欲しいです。

体育コース３年�鹿屋中学校出身�剣道部
福永�勇人さん保護者��福永�一幸�さん

VOICE

各競技
日本一を目指す!!

体育コース
　部活動を通して人間性を⾼め，進学や就
職の道を切り拓く！数多くのスポーツを理
解し，幅広い教養と豊かな人間性を育成す
ることを目標に，学習はもとより心の教育
（恊生）を日頃の学校生活の重点項目として
実践します。スポーツ選手として大切な心・
技・体の３つを鍛え，文武両道に優れた人
材を育みます。

実用英語検定／漢字検定／数学検定

⃝  スポーツⅠ・Ⅱを通して，競技力向上
⃝  礼儀作法の徹底（挨拶・服装等）
⃝  学力と競技力を生かした�

進路決定の確立
⃝  毎年全国大会に出場し，上位入賞

1VOICE 在校生の声 2VOICE 保護者の声

Course GuidanceCourse Guidance

全国制覇全国制覇 真善美真善美レスリング部レスリング部
剣道部剣道部

Will than SkillWill than Skill
“技術より意志”“技術より意志”

感謝感謝

硬式野球部硬式野球部 女子バレーボール部女子バレーボール部

分野別 学校名 学部・学科名

大
　
学

鹿屋体育大学 体育学部
⽇本体育大学 体育学部
第一工科大学 工学部
鹿児島国際大学 経済学部
志學館大学 法学部
宮崎産業経営大学 経営学部
福岡大学 スポーツ科学部
福岡工業大学 社会環境学部
西南女学院大学 栄養学科
九州共立大学 スポーツ学部
九州産業大学 経営学部
九州国際大学 経済学部
⽇本経済大学 経営学部
久留米大学 法学部
⽇本⽂理大学 経営学部
⻑崎国際大学 ⼈間社会学部
山口福祉⽂化大学 ライフデザイン学部
徳山大学 経済学部
愛知東邦大学 経営学部
環太平洋大学 次世代教育
近畿大学 法学部法律学科
大阪学院大学 経済学部
大阪国際大学 ⼈間科学部
四国学院大学 社会学部
山梨学院大学 経営学部
大東⽂化大学 スポーツ健康科学部
中央大学 ⽂学部⼈⽂社会学科
明治大学 ⽂学部
法政大学 経済学部
⽇本大学 ⽂理学部
創価大学 法学部
駒沢大学 法学部
⻘山学院大学 経済学部
国士舘大学 21世紀アジア学部
横浜商科大学 商学部
関東学園大学 経済学部
上武大学 経済学部
国際武道大学 体育学部

福井工業大学 スポーツ健康学部
スポーツ健康学科

短
期
大
学

鹿児島県立短期大学 商経学科Ⅱ部
鹿児島純⼼女子短期大学 英語学科
第一幼児教育短期大学 幼児教育学科

就職��企業名
株式会社 さつき苑 株式会社 財宝
株式会社 山佐産業株式会社 株式会社 上組 志布志⽀店
株式会社 ジェーエフフーズ JA 鹿児島県経済連
岩崎産業株式会社 ヤマト運輸株式会社
株式会社 ニシムタ トヨタ自動車株式会社
東邦ガス株式会社 三菱自動車工業株式会社
大森石油株式会社 警視庁
鹿児島県警 陸上自衛隊
海上自衛隊 航空自衛隊
四国アイランドリーグ plus

分野別 学校名 学部・学科名
短
期

大
学

香蘭女子短期大学 ファッション総合学科
環太平洋大学短期大学 こども教育専攻

専
門
学
校

鹿屋看護専門学校 看護学科
肝付町立高山准看護学校 准看護科
鹿児島工学院専門学校 自動車工学科
鹿児島第一医療
リハビリ専門学校 理学療法学科

鹿児島医療技術専門学校 作業療法学科
鹿児島歯科学院専門学校 歯科衛生士科
鹿児島キャリアデザイン
専門学校

グラフィック科
２Ｄコース

今村学園
ライセンスアカデミー 柔道整復師科

神村学園専修学校 理学療法学科
奄美看護福祉専門学校 看護学科
宮崎医療福祉カレッジ 福祉総合学科
南九州市立頴娃
准看護学校 准看護科

大川看護福祉専門学校 介護福祉学科
福岡和⽩リハビリテー
ション学院 理学療法学科

九州医療
スポーツ専門学校 柔道整復学科

福岡医療専門学校 柔道整復科
福岡医健専門学校 看護学科
仁⼼看護専門学校 看護学科
沖データコンピュータ教
育学院ビジネスカレッジ スポーツ・健康科学部

ルネス紅葉スポーツ
柔整専門学校 スポーツ健康学科

体育コース 進路実績

コースガイダンス

ScheduleSchedule
ス ケ ジ ュ ー ルス ケ ジ ュ ー ル

体育コース２年
豊重さんの場合
※ 「恊生」（きょういく）は
　本校の全校朝会です。

06：30〜06：45  起床

06：45〜07：00  散歩

07：00〜08：00  朝食

08：00〜08：10  登校

08：30〜08：45  恊生

08：55〜09：45  １限目 数演Ⅰ

09：55〜10：45  ２限目 スポーツ科学

10：55〜11：45  ３限目 体育

11：55〜12：45  ４限目 コミュニケーション英語Ⅰ

12：45〜13：30  昼休み

13：30〜13：45  清掃

13：55〜14：00  SHR

14：15〜15：05  ５限目 スポーツⅠ

15：15〜16：05  ６限目  スポーツⅡ

16：05〜18：30  全体練習

18：30〜19：30  夕食

19：30〜21：30  自由時間（学習時間・自主練習）

21：30〜21：45  部屋清掃

21：45〜22：00  全体清掃

22：00〜23：00  夜食・点呼

23：00〜   消灯・就寝

在校生��脇⽥�琳那�さん
体育コース３年�吾平中学校出身
女子バレーボール部

幅広い教養と豊かな人間性を育成

（詳しくはP26へ）

学校指定
検定の

受験料半額補助
ライセンス

サポート制度！

取得を目指す 主な資格
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教養コースの
１日を紹介します！

教養コース２年
簿記部

山之内 彩華さん
（上小原中学校出身）

資
格
取
得
で

豊
か
な
個
性
と
感
性
を

教養コース独自の部活

教養コースの特徴

　私が教養コースを選んだのは，将来役に立つ資
格を多く取得することができるからです。そのた
め，⽇々一生懸命授業に取り組んでいます。
　また，教養コースの生徒のみ入部できるＩＴ部
に所属し，ＩＴパスポート（国家資格）の取得を
⽬指して，先生方に教えてもらいながら頑張って
います。
　卒業後の進路に向けてたくさんのスキルを⾝に
付けたいです。

在校生��市來�健一�さん��教養コース３年�⽥代中学校出身
　私は，銀⾏員として宮崎太陽銀⾏に勤務して
おり，高校生の時に学習した簿記の勉強が大変
役に立っています。お金は生活していく中で大
切なものなので，責任感を持ち正確に対応する
ことを⼼掛けています。大変な時もありますが
先輩方に教えてもらいながら楽しく過ごしてい
ます。
　皆さんも，鹿屋中央高校に入学して楽しい学
校生活を送ってみませんか？

3VOICE 卒業生の声

卒業生��永吉�葉⽉�さん��
令和２年度卒業�⾼隈中学校出身
宮崎太陽銀行

　高校３年間で，様々な検定に挑戦している姿を見てきました。授業だ
けではなく，放課後や休⽇まで補習をして
くださる先生方のおかげもあり，⽬標とし
ていた⽇商簿記検定２級を取得することも
でき，充実した高校生活を送れていたと思
います。
　４⽉からは，銀⾏への就職も決まってお
り，大変感謝しています。本当にありがと
うございました。

令和３年度卒業�鹿屋東中学校出身
南日本銀行�永⾕�みらいさん保護者��妹尾�いずみ�さん

VOICE

上級資格に挑戦！会計やＩＴの
スペシャリストを目指す

教養コース
　商業科目の学習を通して，さまざまな資
格取得を目指します。習熟度別による授業
や補習で，苦手分野を克服し，一人ひとり
の個性と感性を伸ばしながら，合格を目指
します。

日商簿記検定／ＩＴパスポート試験
全商簿記実務検定／全商情報処理検定
全商ビジネス文書実務検定
全商ビジネス計算実務検定／全商商業経済検定
全商ビジネスコミュニケーション検定
秘書検定／実用英語検定／漢字検定

⃝    初心者でも安心！基礎から学んで，
確実に合格を目指すカリキュラム！

⃝    あきらめずにチャレンジする人を
応援する指導体制！

1VOICE 在校生の声 2VOICE 保護者の声

Course GuidanceCourse Guidance

教養コース２年  山之内さんの場合教養コース２年  山之内さんの場合
ScheduleSchedule

ス ケ ジ ュ ー ル

※�「恊生」（きょういく）は本校の全校朝会です。※�「恊生」（きょういく）は本校の全校朝会です。

教養コース 進路実績

商業科目選択

簿記部 IT部

分野別 学校名 学部・学科名
国
立

大
学 九州工業大学 情報工学部Ⅰ類

大
　
学

鹿児島国際大学
経済学部
国際⽂化学部
福祉社会学部

志學館大学 ⼈間関係学部
法学部

第一工業大学 工学部

九州保健福祉大学 薬学部薬学科
保健科学部作業療法

西九州大学 リハビリテーション学部

宮崎産業経営大学 経営学部
法学部

九州情報大学 経営情報学部

九州産業大学 経営学部
商学部

保健医療経営大学 保健医療経営学部
近畿大学 産業理工学部
西南学院大学 商学部商学科

⽇本経済大学 経営学部
経済学部

嘉悦大学 経済学部
中京学院大学 経済学部
久留米大学 商学部
星城大学 経営学部
福山平成大学 福祉健康学部
太成学院大学 看護学部

短
期
大
学

鹿児島女子短期大学

教養学科
児童教育学科
生活学科食物栄養学専攻
生活学科生活科学専攻

鹿児島純⼼女子短期大学

英語学科
生活学科こども学専攻
生活学科生活学専攻

（現代ビジネス）

分野別 学校名 学部・学科名

短
期
大
学

第一幼児教育短期大学 幼児教育学科

宮崎学園短期大学 現代ビジネス科
ビジネスコース

九州龍谷短期大学 ⼈間コミュニティ学科
保育学科

香蘭女子短期大学
ライフプランニング
総合学科
保育学科

精華女子短期大学
生活科学科
生活総合ビジネス
幼児保育学科

福岡医療短期大学 歯科衛生学科
福岡こども短期大学 こども教育学科
福岡女子短期大学 子ども学科
九州大谷短期大学 表現学科
奈良⽂化女子短期大学部 幼児教育学科
愛知大学短期大学部 外国語学部
⽬⽩大学短期大学部 歯科衛生士学科
上智大学短期大学部 英語学科

公
立

専
門
学
校

鹿屋市立鹿屋看護専門学校 看護学科

専
門
学
校

神村学園専修学校 看護学科
鹿児島第一医療
リハビリ専門学校 理学療法学科

鹿児島歯科学院専門学校 歯科衛生士科
鹿児島医療技術専門学校 介護福祉科
麻生外語観光＆
製菓専門学校 ホテルリゾート

鹿児島情報専門学校 情報メディア
鹿児島県美容専門学校 トータル美容本科
公務員ビジネス専門学校 救急救命士学科

KCS鹿児島情報専門学校 情報メディア科
システム専攻

東京CPU会計学院熊本校 税理士コース

就職��企業名
海上自衛隊 陸上自衛隊
警視庁 東串良町役場
⽇本郵便株式会社 南⽇本銀⾏
宮崎太陽銀⾏ 宮崎キヤノン株式会社
京セラ株式会社 
鹿児島国分工場 株式会社 財宝

株式会社 財宝農場 株式会社 サクラクレパス
鹿児島工場

株式会社 さつき苑 株式会社 さつま屋商店
株式会社 サンロード 株式会社 ＪＡ食肉かごしま
株式会社 スズキ自販鹿児島 株式会社 鹿児島イエローハット
株式会社 ニシムタ 鹿屋東病院

黒松製材建設 高山ＣＨＯＹＡソーイング
株式会社

ソフトバンク笠之原店 垂水漁業協同組合
南洲農場株式会社 福山黒酢株式会社

南九州⽇野自動車株式会社 有限会社セイナ 
さつきブライダル

株式会社 ヴィエリス 株式会社 ダイサン
株式会社 ミュゼプラチナム 株式会社 ワークステーション
北野工業株式会社 ⻑島観光開発株式会社
成田ヒルズカントリークラブ
株式会社 ビューテック株式会社

コースガイダンス

　商業科⽬選択は「ビジネス情報」「財務会計Ⅰ」「商
品開発と流通」から選択します。

08：30〜08：45  恊生

08：55〜09：45  １限目 コミュニケーション英語Ⅰ

09：55〜10：45  ２限目 商業科目選択

10：55〜11：45  ３限目 国語総合

11：55〜12：45  ４限目 生物基礎

12：45〜13：30  昼休み

13：30〜13：45  清掃

13：55〜14：45  ５限目 マーケティング

14：55〜15：45  ６限目  世界史Ａ

15：50〜15：55  SHR

16：00〜19：00  部活動 簿記部

一緒に資格取得にチャレンジしよう！

（詳しくはP26へ）

学校指定
検定の

受験料半額補助
ライセンス

サポート制度！
取得を目指す 主な資格
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　私がこのコースを選んだ理由は，調理について専門的なことを学ぶこ
とができ，さらに卒業と同時に調理師免許を取得することができるから
です。１年生では⽇本料理，２年生では西洋料理，
３年生では中国料理と，学年ごとにさまざまな知
識をつけることができます。また，テーブルマナー
講習会など，調理に携わるプロの方々から直接
話を聞く機会も得ることができます。将来料理
に関する仕事に就きたいと思う⼈は，ぜひ入学し
て調理師免許取得に向け，共に頑張りましょう。

在校生��髙⽥�柊�さん��調理コース２年�大隅中学校出身
　鹿屋中央高等学校調理コースを卒業し，東京新宿高島屋内の『福ろく寿』
と⾔う店舗に就職しました。そこで⽇本料理について専門的に多くのこ
とを学び，昨年４⽉から東京⽇本橋高島屋の地下にあ
る美濃吉食品の料理⻑を務めております。高校を卒業
してまだ４年ですが，責任ある立場で多くのお客様と
接する事で⼈として料理⼈として大きく成⻑できると
思っています。高校時代，多くのことを経験した事が，
今の私の⼒になっています。後輩の皆さんも夢を持ち，
その夢が実現するように努⼒してください。

3VOICE 卒業生の声

卒業生��堂脇�祐大�さん��
平成30年度卒業�垂⽔中央中学校出身
株式会社美濃吉⾷品

　⼩さい頃から料理に興味を持ち，⼩学生の頃には「僕は中央高校の調理
コースへ⾏く！」と決めていて，入学後は，幸せな環境の中，1 つ 1 つ試験
もクリアし，調理師免許取得へ向けて⽇々頑張って
おります。11⽉には，『鹿児島おいしいもの選⼿権』
で優秀賞をいただくなど先生方のご指導には本当
に感謝しております。今は大きな⿂を丸ごと買っ
てもあっという間にさばいてくれて助かりますね

（笑）周りの方々への感謝を忘れずに，食べた⼈を
笑顔にする料理⼈になって欲しいと思います(*ˆˆ*)

調理コース３年�⽥崎中学校出身
⽔溜�一秀さん保護者��⽔溜�佳代子�さん

VOICE

大隅唯一！卒業と同時に
調理師免許の取得を目指す

調理コース
　調理の基本から日本料理・⻄洋料理・中
国料理の専門的レベルまで学び，生徒の希
望，特性に合った進路の実現を目指します。

調理師免許証／技術考査／料理検定
家庭科食物調理技術検定／菓子検定
実用英語検定／漢字検定／数学検定

1VOICE 在校生の声 2VOICE 保護者の声

Course GuidanceCourse Guidance

調理コース 進路実績

※調理コースは男子のみのコースです。

国家試験免除
～プロの料理人を目指して～

調理実習

◦ 親子試食会（１年） 
保護者への感謝の集い（２年） 
卒業作品展（３年）

　  　保護者を学校に招き，調理実習で学ん
だ学習の成果を披露します

◦テーブルマナー講習会
　  　実際に割烹・ホテル・レストランなど

で本格的な料理を味わいながらマナーを
学習します

◦文化祭食品バザー
　  　メニュー発案，原価計算・食品製造販

売を⾏い，衛生管理や食品開発などを学
習します

調理コース２年  髙田さんの場合調理コース２年  髙田さんの場合
ScheduleSchedule

ス ケ ジ ュ ー ル

※�「恊生」（きょういく）は本校の全校朝会です。※�「恊生」（きょういく）は本校の全校朝会です。

分野別 学校名 学部・学科名

大
学

鹿児島国際大学 福祉社会学部
第一工業大学 工学部

宮崎産業経営大学 経営学部
法学部

平成音楽大学 子ども学科
西九州大学 健康福祉学部
⽇本経済大学 経済学部
九州情報大学 経営情報学部
近畿大学 産業理工学部
嘉悦大学 経営経済学部

短
期
大
学

第一幼児教育短期大学 幼児教育学科
九州龍谷短期大学 保育学科
西九州大学短期大学部 食物栄養学科
⻑崎短期大学 地域共生学科製菓コース

専
門
学
校

今村学園
ライセンスアカデミー

栄養科
パティシエ科

鹿児島ホテル短期大学校 観光ビジネス学科
シェフパティシエ学院 パティシエ科
スピリッツオブマイスター 調理学科

中村調理製菓専門学校
調理科
製菓技術科
製パン学科

平岡調理製菓専門学校

調理師本科
調理師専修科
製菓衛生師科
製菓衛生師専修科

平岡栄養士専門学校 栄養士科
福岡キャリナリー農業・
食テクノロジー専門学校 食健康テクノロジー学科

福岡ビジョナリーアーツ フードクリエイト学科

エコール辻   大阪

フランスイタリア料理
マスターカレッジ
⽇本料理マスターカレッジ
製菓マスターカレッジ

分野別 学校名 学部・学科名

専
門
学
校

エコール辻   東京 フランスイタリア料理
マスターカレッジ

鹿児島環境・情報専門学校 環境情報オフィス

鹿児島県美容専門学校
トータル美容本科
トータル美容本科
ワーキングコース

鹿児島工学院専門学校 自動車工学科
鹿児島第一医療リハビリ
専門学校

作業療法学科
柔道整復学科

肝付町立高山准看護学校 准看護科
姶良高等技術専門校 情報処理科
鹿屋高等技術専門校 電気設備科
吹上高等技術専門校 自動車工学科
宮崎福祉医療カレッジ 介護福祉学科
大村美容専門学校 ファッションクリエーター学科
ＫＣＳ福岡情報専門学校 ビジネス学科ビジネス専攻
専門学校九州デザイナー学院 ゲームクリエーター学科
福岡ビューティーアート
専門学校

美容学科
スタイリストコース

大阪美容専門学校 美容学科通信コース

⽇本工学院専門学校 クリエイターズカレッジ
声優・演劇科

九州動物学院 動物管理学科

就職��企業名
株式会社 フェニックス
鹿児島きもつき農業協同組合
株式会社 ＪＡ食肉かごしま
⽇本郵便株式会社
⽇本モレックス株式会社
南⽇本開発株式会社
南⽇本酪農協同株式会社
公益社団法⼈いちょうの樹メンタルホスピタル鹿屋
アトモスダイニング株式会社
株式会社 さんふらわあマリンサービス
⽇本料理 十方
株式会社 浪速 うを佐
株式会社 ニューミュンヘン
株式会社 ポムフード
株式会社 つばめ
株式会社 ひらまつ
天狗鮨
おごと温泉 湯元館
ザ・クラシックゴルフ倶楽部
ビューテック株式会社
海上自衛隊

就職��企業名
城山観光株式会社
鹿児島国際観光株式会社
株式会社 ホテル中原別荘
大和紡観光株式会社 霧島国際ホテル
株式会社 さつき苑
有限会社 大黒
株式会社 財宝
株式会社 ジャパンファーム
株式会社 ジェーエフフーズ

コースガイダンス

調理コースの特徴

⃝  調理実習で技術を身に付け，座学で食品の安全・
衛生・理論などを学び，⾷に関わる知識を深め
ていきます

⃝  食は心身の成長の源！⾷について学ぶことは，
人として生きる基本を身に付けることです

⃝  貴方の料理で人を笑顔
に！そして，心と体の
健康を考えられる一流
の料理人を目指してみ
ませんか？

調理コースの
１日を紹介します！

調理コース２年
吹奏楽部

髙田 柊さん
（大隅中学校出身）

08：30〜08：45  恊生

08：55〜09：45  １限目 日本史

09：55〜10：45  ２限目 調理実習

10：55〜11：45  ３限目 調理実習

11：55〜12：45  ４限目 調理実習

12：45〜13：30  昼休み

13：30〜13：45  清掃

13：55〜14：45  ５限目 食生活と健康

14：55〜15：45  ６限目 数学Ⅰ

15：50〜15：55  SHR

16：00〜19：00  部活動 吹奏楽部

料理で人を

笑顔に！

（詳しくはP26へ）

学校指定
検定の

受験料半額補助
ライセンス

サポート制度！

取得を目指す 主な資格
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　私は将来，食に関する仕事に就きたいと思い，
食物コースに入学しました。卒業と同時に調理師
免許を取得するために，実技と食に関する教科
を⽇々頑張っています。
　1・2 年生は週 1 回，3 年生では週 2 回の調理
実習があるため，料理が苦⼿でも，実習を通し
て技術を高めることが可能で，授業の度に自分
の成⻑を実感することができます。

在校生��吉直�穂乃佳�さん��⾷物コース２年�第一鹿屋中学校出身
　私は食べることが大好きで，食に関すること
を学びたいと思い食物コースを選びました。
　高校 3 年間では多くのことを経験し，⼈に料
理を提供する難しさや仲間と協⼒しながら作り
上げていく楽しさを学ぶことができました。こ
の高校 3 年間は本当にいい思い出となっていま
す。
　皆さんがなりたい自分になれるように，食物
コースでぜひ頑張ってください !

3VOICE 卒業生の声

卒業生��森⽥�凛�さん��
令和２年度卒業�根占中学校出身
鹿児島純心女子大学�看護栄養学部健康栄養学科

　⼩さい頃から料理が大好きで，食物コースに入学し，今まで沢山のこ
とを学んできました。家で作る料理も和・
洋・中・デザートまでレパートリーが増え，
いつも楽しそうに作ってくれ，どれもと
ても美味しいです。
　そして，年１回の『親子試食会』は素
晴らしい料理にとても感動し，成⻑に驚
きました。今後も好奇⼼を持って⾊々な
ことに取り組んでほしいです。

⾷物コース３年�吾平中学校出身
大久保�藍弥さん保護者��大久保�奈津子�さん

VOICE

大隅唯一！卒業と同時に
調理師免許の取得を目指す

食物コース
　日本料理・⻄洋料理・中国料理・お菓子
の基礎基本を学び，社会に通用する⾷のス
ペシャリストを目指します。⾷は人間が生
きていく上で必要不可欠！楽しく⾷べるな
ら安全で安心できるものをおいしく⾷べた
いものです。調理実習等を通し，さまざま
な知識と技術を学びましょう。

1VOICE 在校生の声 2VOICE 保護者の声

Course GuidanceCourse Guidance

食物コース 進路実績

※⾷物コースは女子のみのコースです。

国家試験免除
～食育で個性発揮～

コースガイダンス

食物コースの特徴

⃝  ⾷を通じて，より良い食生活の知識を学びます
⃝  バランスの良い⾷事で

健康な体作りを目指し
ます

⃝  調理実習を通して料理
やお菓子の基礎基本を
学び，実践できる人材
を育成します

調理師免許／技術考査
食生活アドバイザー検定／料理検定
菓子検定／家庭科食物調理技術検定
実用英語検定／漢字検定／数学検定

◦親子試食会（１年）
　 　１年生で学んだ⽇本料理を弁当形式で

保護者の皆様を招待して発表します
◦保護者への感謝の集い（２年）
　 　２年生で学んだ西洋料理を保護者の皆

様を招待して発表します
◦卒業作品展（３年）
　 　３年間の集大成，保護者の皆様や先生

方を招待して発表します
◦幼児食実習
　 　総合調理実習の学習の一環として，近

隣の園児を学校に招き食育について一緒
に学びます

◦マナー講習会
　 　⽇本料理・西洋料理・中国料理のマナー

をホテル・レストラン等で学習します
◦料理コンクールへの参加
　 　調理技術コンクール，レシピ開発コン

テスト，肝付町産品レシピコンテスト，
森のごちそうコンクール，豆乳レシピ甲
子園，シーフード
料理コンクール，
ジュニア料理選⼿
権，その他各種コ
ンクールに参加で
きます

ScheduleSchedule
ス ケ ジ ュ ー ル

分野別 学校名 学部・学科名

大
　
学

鹿児島純⼼女子大学 看護栄養学部 健康栄養学科

鹿児島国際大学 国際⽂化学部 国際⽂化学科
国際⽂化学部 音楽学科

尚絅大学 生活科学部 栄養科学科
西九州大学 健康福祉学部
帝京大学 作業療法学科
ヤマザキ動物看護大学 動物看護学部専攻

短
期
大
学

鹿児島女子短期大学 児童教育学科
生活学科 食物栄養学専攻

鹿児島純⼼女子短期大学 生活学科 こども学専攻
生活学科 食物栄養専攻

香蘭女子短期大学 食物栄養学科
精華女子短期大学 生活学科 食物栄養専攻
大阪成蹊短期大学 栄養学科
第一幼児教育短期大学 幼児教育学科
宮崎学園短期大学 保育学科
福岡こども短期大学 こども学科教育学科
福岡女子短期大学 子ども学科
愛知学泉短期大学 幼児教育学科
貞静学園短期大学 保育学科
福岡女学院大学短期大学 英語学科

専
門
学
校

今村学園ライセンスアカデミー 栄養士科
平岡栄養士専門学校 栄養士科

エコール辻 大阪 フランスイタリア料理
マスターカレッジ

大原学園 ⼩倉校 製菓・製パン・
パティシエコース

福岡ビジョナリーアーツ フードクリエイト学科
製菓カフェ専攻

レコールバンタン パティシエ専攻
鹿児島キャリアデザイン
専門学校 こども学科

分野別 学校名 学部・学科名

専
門
学
校

福岡こども専門学校 保育科
東京こども専門学校 保育士・幼稚園教諭コース
鹿屋市立鹿屋看護専門学校 看護学科
鹿児島中央看護専門学校 看護学科
仁⼼看護専門学校 看護学科
藤元メディカルシステム付属 看護学科
鹿児島医療技術専門学校 看護学科
肝付町立高山准看護学校 准看護科
鹿児島第一医療リハビリ
専門学校

作業療法学科
⾔語聴覚学科

鹿児島歯科学院専門学校 歯科衛生士科
福岡ウェディング＆
ホテル・ＩＲ専門学校 ブライダル総合コース

国際⽂化理容美容
専門学校 国分寺校 美容科

⽇本美容専門学校 専門科
横浜ビューティー＆
ブライダル専門学校 トータルビューティー科

ハリウッドワールド美容
専門学校 スペシャリストコース

福岡ビューティーアート
専門学校 ヘアメイク科

原宿ベルエポック美容
専門学校

ヘアメイク科
美容師免許コース

大村美容ファッション
専門学校

ファッション
クリエーター科

東京
アニメーションカレッジ アニメ声優

⽇本工学院専門学校 クリエーターズカレッジ　
声優・演劇科

代々木アニメーション学院　
福岡校

クリエイター学部 
イラスト学科

就職��企業名
医療法⼈ 和敬会 平和台病院
公益社団法⼈ 昭和会 今給黎総合病院
社会福祉法⼈ 福寿会 ルーピンの里
社会福祉法⼈ 博風会
有限会社 南の太陽
社会福祉法⼈ 東原福祉会 東原保育園
社会福祉法⼈ 栄光会 根占保育園
社会福祉法⼈ さくら福祉会 さくら保育園
株式会社 フェスティバロ
株式会社 ジャパンファーム
株式会社 ジェーエフフーズ
南⽇本開発株式会社
鹿児島国際観光株式会社 鹿児島サンロイヤルホテル
霧島公園観光有限会社 旅⾏⼈山荘
なべしまホールディングス株式会社
帝産観光バス株式会社 大阪⽀店
株式会社 美濃吉食品
有限会社 一柳
山崎製パン株式会社
株式会社 国華荘（びわ湖花街街道）
⻑島観光開発株式会社 ナガシマリゾート
株式会社 ⽩浜館
株式会社 兵衛旅館（兵衛向陽閣）
海上自衛隊
航空自衛隊
陸上自衛隊

調理実習

食物コースの
１日を紹介します！

⾷物コース２年
調理クラブ

吉満 恋音さん
（⾼山中学校出身）

食物コース２年  吉満さんの場合食物コース２年  吉満さんの場合
※�「恊生」（きょういく）は本校の全校朝会です。※�「恊生」（きょういく）は本校の全校朝会です。

08：30〜08：45  恊生

08：55〜09：45  １限目 LHR

09：55〜10：45  ２限目 調理実習

10：55〜11：45  ３限目 調理実習

11：55〜12：45  ４限目 調理実習

12：45〜13：30  昼休み

13：30〜13：45  清掃

13：55〜14：45  ５限目 課題研究Ⅱ

14：55〜15：45  ６限目 食品と栄養の特性

15：50〜15：55  SHR

16：00〜19：00  部活動 調理クラブ

スペシャリスト
を目指します！

（詳しくはP26へ）

学校指定
検定の

受験料半額補助
ライセンス

サポート制度！

取得を目指す 主な資格
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　　　　　⃝修学旅行（２年）
　　　　　⃝進路ガイダンス
　　⃝授賞式
　　⃝親子試⾷会
　　　（調理・⾷物 1年）
⃝合格者説明会

⃝卒業証書授与式　⃝学年末考査　
⃝職業理解ガイダンス
⃝第３学期終業式　⃝海外語学研修　
⃝入学者説明会

⃝文化祭（桔梗祭）
　　⃝保護者への感謝の集い
　　　（調理・⾷物２年）
　　　　⃝日本料理マナー講習会
　　　　　（調理・⾷物１年）
　　　　　⃝寿司講習会（調理・⾷物１年）
　　　　　　　　⃝コーヒー講習会
　　　　　　　　　（調理・⾷物２年）

⃝期末考査
⃝クラスマッチ
⃝卒業作品展
　（調理・⾷物 3年）
⃝第２学期終業式
　　⃝冬季補習
　　　（文理・進学）

　　⃝第３学期始業式
　　⃝実力考査
　　⃝卒業考査
⃝技術考査
　（調理・⾷物 3年）
⃝入学試験
⃝合格発表
⃝合格者説明会

⃝入学式
⃝第１学期始業式
⃝新入生歓迎式　　
⃝１年オリエンテーション
⃝身体測定　⃝実力考査
⃝体育祭

⃝創⽴記念行事
⃝創⽴記念日
⃝生徒総会
⃝PTA総会
　　　　⃝学年 PTA（３年）
　　　　⃝学級 PTA（1・2年）
　　　　⃝一日遠足
　　　　　　　⃝三者面談
　　　　　　　⃝包丁研ぎ講習会
　　　　　　　　（調理・⾷物１年）
　　　　　　　⃝避難訓練

⃝中⾼連絡会
⃝進路ガイダンス
⃝期末考査
　　⃝中国料理
　　　マナー講習会
　　　（調理・⾷物3年）　
　　⃝生徒会役員改選
　　⃝教育相談

⃝奉仕作業
⃝第２学期始業式
⃝実力考査

　　　　⃝夏季補習
　　　　　（文理・進学）
　　⃝第２回体験入学
　　　（中学生）
⃝模擬面接指導

9月
September

2月
February

3月
March

10月
October

11月
November

12月
December

1月
January

⃝⻄洋料理マナー講習会（調理・⾷物２年）
⃝中間考査　　⃝第３回体験入学（中学生）
⃝芸術鑑賞会　⃝遠距離歩行

4月
April

5月
May

6月
June

7月
July

8月
August

Campus
Calendar

新入生歓迎式

年間行事予定

避難訓練

創立記念行事

第１学期終業式

第１回体験入学

教養コース 課題研究発表会教養コース 課題研究発表会

第３学期
終業式 離任式

入学式

卒業証書授与式

　　⃝第１回体験入学
　　　（中学生）
　　⃝地区PTA
　　⃝クラスマッチ　
　　⃝生徒会役員認証式
　⃝第１学期終業式
　⃝三者面談（3年）
　⃝夏季補習
　　（文理・進学）

生徒会役員改選クラスマッチ

文化祭

一日遠足

遠距離歩行

芸術鑑賞会

進路ガイダンス

吹奏楽部 歓迎マーチング
吹奏楽部 歓迎マーチング

生徒会役員認証式

卒業作品展

体育祭

第３回体験入学
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部室部室
更衣室更衣室

❶

❷
❹

❺

❾

❿

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱⓲

❸
❻

❼❽
⓳

駐車場

⓴

�

キャンパスマップ
Campus MAP

このキャンパスで学び，このキャンパスで夢を育てる。

校内案内図

施設・設備紹介

❶ 本館 ❷ ダイニングホール ❸ 調理実習室

❹ コンピューター室 ❺ 学生ホール ❻ 音楽室

❽ 視聴覚室❼ 図書室 ❾メモリアルホール

❿2号館（文理・進学棟） ⓫ 弓道場

⓮ グラウンド ⓯ ３号館⓭ 野球場

⓬ テニスコート

⓱ 体育館 ⓲ 駐輪場⓰ 柔剣道場

⓴ CLR（キャリア・ラーニング・ルーム） � 事務室棟⓳ CDR（キャリア・デザイン・ルーム）
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部活動
Club activities

新しい自分に出逢える。仲間と共に，夢をかなえよう。

調理クラブ

ＩＴ部 簿記部

書道部 放送部

空手部

吹奏楽部

女子ソフトボール部

バドミントン部 卓球部

剣道部 弓道部

サッカー部

硬式野球部 レスリング部

女子バレーボール部

教養コース独自の部活 教養コース独自の部活

先輩た
ちが

まって
るよ！

女子ソフトテニス部硬式テニス部

文芸同好会

　鹿屋中央⾼等学校には 13の運動部と８の文
化部があります。目標を共有する仲間や先輩，
新しい自分との出会いが待っています。

◦硬式野球部　　　　　◦レスリング部　
◦女子バレーボール部　◦剣道部
◦弓道部　　　　　　　◦サッカー部
◦バドミントン部　　　◦卓球部　
◦女子ソフトボール部　◦バスケットボール部
◦空手部　　　　　　　◦硬式テニス部
◦女子ソフトテニス部

体育系部活動

文化系部活動
◦吹奏楽部　　　◦書道部　　　◦放送部
◦調理クラブ　　◦ＩＴ部　　　◦簿記部
◦インターアクトクラブ　◦文芸同好会

バスケットボール部バスケットボール部
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就学支援金
33,000円

奨学生B
（奨学金給付）

15,800円

授業料 42,300円 + 実習費 4,000円
+ PTA会費・後援会費・生徒会費 2,500円
＝48,800円

2 0 2 2

NEWS
CHK

こんなことが

あったよ !

Central
High school in 
Kanoya

鹿児島大学医学部・
九州大学理学部現役合格

NEWS
CHK

Question
　漢検や英検を持っ
ていると受験に有利
ですか？

検定名 取得級 加算割合

実用英語
技能検定

３級 英語の得点の10%
準２級 英語の得点の20%

２級以上 英語の得点の30%

日本漢字
能力検定

３級 国語の得点の10%
準２級 国語の得点の20%

２級以上 国語の得点の30%

実用数学
技能検定

３級 数学の得点の10%
準２級 数学の得点の20%

２級以上 数学の得点の30%

　本校の入試には「ライセンスポイント制度」
が設けられています。英語・漢字・数学検定を
取得している受験生には，入学試験の筆記試験
において下記の割合で点数が加算されます。

Answer
　本校では，国の制度である「⾼等学校等就学支援金」
（各ご家庭の収入状況によって支給額が決定する制度で
⽉額最大 33,000円の支給）の支給額と，入学試験後に
決定する奨学生区分に応じた給付額を，あらかじめ授
業料等から差し引いています。
　詳しく知りたい方は，体験入学で行われる「保護者対
象�学費セミナー」にお気軽にご参加ください。

Answer

【例】���調理・⾷物コースに学業奨学生 Bで入学した生徒が�
就学支援金⽉額 33,000 円に該当した場合の�
⽉額授業料モデル

「ライセンスポイント制度」
について

Q&A

副校長
吉満 豊

実負担額
0円

Question
　文理・進学コー
スに入学した場合，
放課後補習に対応
したスクールバス
はありますか？

Question
　お弁当の販売は
ありますか？また，
校内に自動販売機
はありますか？

昼食について

生徒指導部長�� 留 成隆

スクールバスについて
Q&A

　お弁当は，昼休み時間
の販売や，事前に注文を
することができます！ま
た，パンや飲み物の自動
販売機もありますよ。

Answer
Answer
　通常の時間帯のものと
は別に，放課後補習に合
わせた時間帯のバスも運
行しています。土曜補習
や夏休み補習に対応した
バスもありますよ！

Q&A

募集広報部長��竹迫 義博

Q&AQUESTION＆ANSWER
やっぱり気になる！

授業料について
Q&A

Question
　授業料が気にな
ります……。

事務長
前田 悠

検定で
点数加算！

ライセンス
ポイント制度

実際にきいて
みました！

　進学コースの生徒が昨年に引き続き，「⽂武両道」を達
成いたしました。
　卓球部，剣道部の生徒がそれぞれ九州大会出場権を獲
得し，部活動引退後は受験勉強に励み，「熊本大学  理学
部  理学科」「防衛大学校  理工学専攻」に合格しました。
　また，バドミントン部，サッカー部，バスケットボー
ル部の生徒も「宮崎大学  工学部」「高知大学  地域共同学
部」「福岡大学  法学部」「福岡大学  経済学部」に合格し
ました。
　なお「宮崎大学」には，もう 1 名同学部に，「福岡大学」
には，「⼈⽂学部」「工学部」と合格しています。
　歴代の先輩に続いて，今年も奮起した進学コース 17 期
生でした。新しく進む世界でも，自分を信じて突き進ん
でください。皆さんのご活躍を鹿屋中央高校から祈って
います。

進学コース「文武両道」達成！NEWS
CHK

～九州大会出場，そして進路実現～

　令和３年度は共通テスト２年⽬の年，
センター試験の頃から平均点が過去最
低となる厳しいテストでした。この年に
難関大学も含めた多くの大学に合格し
てくれました。生徒と教員が一丸となっ
て取り組んだ結果であり，みんな嬉し
く思っています。

阪神タイガース ドラフト２位入団NEWS
CHK

平成29年度卒（日吉中学校）
鹿屋中央⾼校～創価大学 鈴

す ず

木
き

 勇
ゆ う

斗
と

　令和 3 年 11 ⽉ 16 ⽇（火）にかごしま環境未来館で開催
された，かごしまおいしいもの選⼿権において，惣菜部
門優秀賞を受賞しました。かごしまおいしいもの選⼿権
は，鹿児島県の地産地消の取り組みをすすめるために県
内高校生を対象に実施する県産食材を活用したメニュー
コンテストです。
　昨年度は応募総数県内 20 校・225 作品の中から，書
類審査，試食，プレゼンテーションを経て入賞 9 作品が
選ばれました。

かごしまおいしいもの選手権
「惣菜部門優秀賞」受賞！

１年生（19名中）／２級 ９名，準２級 ２名
２年生（17名中）／準１級 １名，２級 11名，準２級 ５名
３年生（27名中）／準１級 ２名，２級 15名　

実用英語検定合格！（文理コース）

昨年度は実用英語検定 準１級に
３名合格しました!!

　今後ますます大学入試での英検等の活用が多くなって
きます。
　１年生の中には第２回英検で準２級を合格し，次の第
３回英検で２級に合格した生徒もいます。早めに対策を
して万全の体制を作ろう !!

（高校入学後の合格実績のみ掲載）

※�ＩＴを活用するすべての社会人・学生が備えておくべきＩＴに関する
基礎的な知識が証明できる国家試験。

NEWS
CHK

NEWS
CHK

　教養コースでは特に簿記・情報処理の資格取得に⼒を
入れて取り組んでいます。昨年度の卒業生は，国家試験
である※ ITパスポート１名，基本情報技術者試験１名，⽇
商簿記検定２級 16 名，⽇商簿記検定３級 30 名，全商検
定３種⽬以上取得者が 11 名と⽇々の努⼒の成果を存分に
発揮してくれました。また，昨年度より学校のパソコン
で⽇商簿記検定を毎⽉受験できるようになり，１・２年
生で３級に 34 名が合格することができました。
　今後も多くの資格取得に挑戦し合格できるように努⼒
を続けよう！

様々な資格に挑戦!!

惣菜部門優秀賞
カンパチとさつま芋
チップのカルパッチョ
～カンパチーノソースがけ～

調理コース�3 年
水溜 一秀さん
（⽥崎中学校出身）

NEWS
CHK

今後の１軍での
今後の１軍での

活躍に期待！
活躍に期待！
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高等学校等就学支援金

※ この他に，返済不要の「鹿児島県私立高等学校等奨学給付金制度（最大150,000円 ※令和３年度現行）」もございます。詳しくはお
問い合わせください。

※これらの制度は，授業料等負担者が県内に居住していることが条件となります。

募 集 定 員

人間科学科　255名（男・女）

文理コース（男・女）25名・進学コース（男・女）30名・体育コース（男・女）40名
教養コース（男・女）80名・調理コース（男）40名・食物コース（女）40名

願 書 受 付 令和５年１�月４日（水）〜１�月６日（金）

出 願 書 類 入学願書，調査書 検 定 料 10,000円
選 考 日 令和５年１月23日（月） 合 格 発 表 令和５年１月30日（月）

※選考方法，入学手続きは生徒募集要項にて後日お知らせします。

◎奨学金制度等（令和４年度現行）
鹿児島県育英財団　　　　　
月額  自宅 30,000 円  自宅外 35,000 円
兄弟姉妹同時在学優遇措置　
 　兄弟姉妹同時在学期間中に限り，どちらか一方の毎月
の授業料の一部（月額 15,800円上限）を免除します。（一
般生に限る）

◎奨学生制度

奨学生区分 奨学金給付限度額

学業奨学生
Ｓ 32,400 円
Ａ 29,000 円
B 15,800 円

部活動奨学生
Ｓ 32,400 円
Ａ 29,000 円

ＡＳ 32,400 円
注） 本表記載の奨学金は返済不要です。

1 学業奨学生 
　…学業意欲に優れ，品行方正である生徒。
2 部活動奨学生 
　… 部活動の技術が優れ，品行方正である生徒。本校

担当監督（顧問）が，出願前に相談します。

申込先　株式会社  日本政策金融公庫鹿屋支店　TEL （0994） 42-5141

軽減区分 要　　　　　　　件 補助金の限度額

授業料

⑴当該年度における道府県民税及び市町村民税を課されない者
⑵当該年度における道府県民税及び市町村民税の課税額が均等割のみである者
⑶児童福祉法第 41 条に規定する養護施設に入所している生徒の授業料を負担している者
⑷火災又は風水害等により災害を受け，生計に重大な支障を生じたと認められる者

月額： 4,950 円
（年額：59,400 円）

⑸生活保護法第６条第１項に該当する被保護者
⑹家計急変による経済的理由から授業料の納付が困難となった者

月額： 9,900 円
（年額：118,800 円）

入学金 上記授業料の補助要件⑴～⑶に該当する場合 5,650 円

鹿児島県私立高等学校入学金・授業料軽減費補助制度 （令和３年度現行）

◎国の教育ローン
最高額350万円の融資→年利率1.65%（令和３年11月現在）の国民金融公庫の教育ローン（返済期間18年以内）
※母子家庭，父子家庭または世帯年収（所得）200万円（132万円）以内の方は年利率1.25％（返済期間18年以内）

７路線のスクールバスが通学の利便性・安全性をはかっています。
『ラクラク通学&楽々アクセス』も私たちの自慢のひとつです。

年収目安 支給月額
０～590万円未満 33,000円

590～910万円未満 9,900円
910万円以上 0円

　『市町村民税の課税標準額×６％－市町村民税の調整控除の額』という
計算式で算出されます。右は，年収（両親合算）の目安です。
※�年収目安ではなく正確な支給額を確認されたい場合は，市町村役場に
て「市県民税所得課税証明書」（両親とも）を取得の上，学校事務室まで
お問い合わせください。

（令和４年４月現行）

◎ライセンスサポート制度
　本校在学中，下記のライセンス（資格）
を受験する生徒に対し，合否を問わず，
検定料の半額を毎回補助いたします。
対象ライセンス（資格）　　　　　
実用英語技能検定２級以上，
日商簿記検定２級以上，ITパスポート試験，
基本情報技術者試験

スクールバス時刻表School bus
令和４年度 生徒募集案内令和５年度

受験料
半額補助

ライセンス
サポート
制度！

百引・打馬線（通常便）
停留所 乗車時刻 下車時刻

1 朝倉バス停 6：55 17：35

2 勤労者体育センター前
バス停 7：30 17：00

3 三角バス停 7：34 16：58
4 大園バス停 7：44 16：48
5 小牧バス停 7：46 16：46
6 洗出バス停 7：48 16：45
7 打馬（バス車庫） 7：51 16：40
8 打馬バス停 7：55 16：38

鹿屋中央高校 8：05 16：15

志布志線（通常便）
停留所 乗車時刻 下車時刻

1 上宇都鼻バス停 6：57 17：28
2 原⽥機械前 7：00 17：25
3 大原バス停 7：15 17：10
4 志布志農協前バス停 7：16 17：09
5 新町バス停 7：21 17：04

6 ファミリーマート
志布志⽥尻店前 7：25 16：59

7 医師会⽴有明病院バス停 7：27 16：57
8 菱⽥下町バス停 7：30 16：55
9 正坂バス停 7：34 16：51
10 ⾼尾バス停 7：35 16：50
11 益丸バス停 7：37 16：48
12 大崎上町バス停 7：40 16：45
13 大崎三文字バス停 7：41 16：44
14 船迫バス停 7：44 16：41
15 東池之原バス停（陸橋下） 7：50 16：35
16 串良宮下 7：52 16：33
17 緑ヶ丘交差点 7：54 16：31
18 大迫バス停 7：57 16：29
19 県営十三塚団地前バス停 7：58 16：28

鹿屋中央高校 8：10 16：15

田代線（通常便）
停留所 乗車時刻 下車時刻

1 ⽥代役場前 6：45 17：30
2 大原 6：53 17：22
3 上原バス停 7：03 17：12

鹿屋中央高校 8：00 16：15

根占線（通常便）
停留所 乗車時刻 下車時刻

1 ⽥代役場前 6：23 17：50
2 大原 6：34 17：39
3 上原バス停 6：42 17：31
4 丸峰バス停 7：02 17：11
5 馬場川バス停 7：03 17：09
6 根占バス停 7：08 17：05
7 南大隅⾼校前バス停 7：11 17：03
8 ルミエールなんぐう前 7：12 17：00

9 ドラックセイムス
大根占城元店前 7：15 16：59

10 ニシムタ大根占店前 7：17 16：56
11 坂元バス停（根占線） 7：30 16：45
12 永吉バス停 7：33 16：43
13 ⻄牟⽥バス停 7：34 16：41
14 大姶良支所前バス停 7：37 16：38
15 横山バス停 7：39 16：36
16 下堀⻄バス停 7：40 16：34

17 ⽥崎住宅前バス停�（上山種苗前） 7：41 16：32

18 ⽥崎⻄バス停 7：42 16：31
19 ⼯業⾼校前バス停 7：46 16：27
20 川⻄バス停 7：48 16：25

鹿屋中央高校 8：10 16：15

岩川・細山田線（通常便）
停留所 乗車時刻 下車時刻

1 桂バス停 6：50 17：32
2 中園バス停 7：00 17：22
3 中森園バス停 7：03 17：19

4 鹿児島相互信用金庫
岩川支店前 7：05 17：17

5 八合原交差点 7：08 17：14
6 岩川タイヨー前バス停 7：09 17：13
7 芝用バス停 7：20 17：02
8 後迫バス停 7：22 17：00
9 野方入口バス停 7：25 16：57
10 荒佐バス停 7：30 16：52
11 ⽴小野バス停 7：37 16：45
12 細山⽥バス停 7：43 16：39
13 細山⽥分館 7：45 16：37
14 花鎌バス停 7：49 16：33
15 有里信号手前 7：52 16：30
16 和⽥園芸 7：54 16：28

鹿屋中央高校 8：05 16：15

垂水線（通常便）
停留所 乗車時刻 下車時刻

1 ジョイフル垂⽔店前 7：07 17：08
2 本町バス停（垂⽔） 7：09 17：06
3 垂⽔中前バス停 7：10 17：05
4 港平バス停 7：11 17：04
5 俣江バス停 7：13 17：02
6 柊原バス停 7：17 16：58
7 並松バス停 7：18 16：57
8 古江バス停 7：30 16：45
9 古里バス停 7：34 16：41
10 鹿屋体育大前バス停 7：36 16：39
11 柳バス停 7：42 16：33
12 今坂バス停 7：43 16：32
13 慰霊塔前バス停 7：44 16：31
14 桜ヶ丘団地前バス停 7：46 16：29
15 航空隊前バス停 7：47 16：28
16 女子⾼前バス停 7：49 16：26
17 ⻄原バス停 7：50 16：25
18 上⾕バス停 7：51 16：24

鹿屋中央高校 8：00 16：15

内之浦・高山・吾平線（通常便）
停留所 乗車時刻 下車時刻

1 内之浦車庫 6：42 17：33
2 内之浦役場前バス停 6：45 17：30

3 ローソン
肝付内之浦店前 6：47 17：28

4 内之浦森林組合前 6：48 17：27

5 アイショップ
内之浦銀河店前 6：49 17：26

6 寺園スタンド 7：10 17：06
7 野崎バス停 7：21 16：55
8 肝付警察署前バス停 7：25 16：51
9 鹿児島銀行⾼山支店前 7：26 16：50
10 坂下バス停 7：27 16：49
11 上ノ原バス停 7：30 16：46
12 ⾼山⾼校前バス停 7：32 16：44
13 二本松バス停 7：35 16：41
14 吾平バス停 7：42 16：34

15 坂元バス停
（内之浦・⾼山・吾平線） 7：44 16：32

16 下名小前バス停 7：46 16：30
鹿屋中央高校 8：00 16：15

※ 坂元バス停は根占線と内之浦・高山・吾平線に
ありますが異なるバス停です。

スクールバスは１日３便が運行しています。

　生徒は，乗車時刻５分前
には停留所で待ちましょう。�
　利用場所や利用人数に
よって，時刻の変動があり
ます。

バ
ス
停

学
　
校

①

②

③

8：10着

16：15発

19：15発

※�③は文理・進学コースの放課後補習と部活動生の専用便です。
※�この時刻表は令和４年 4⽉時点のものです。令和５年度は変更になる場合
があります。
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小学校

〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿8-12-26　
TEL 0994-43-3310　FAX 0994-43-3309

chkkouhou@kanoya-chuo.ed.jp

検索鹿屋中央高校

Central High school in Kanoya

鹿屋中央高等学校

e-mail�お問い合わせ

Spring Summer Autumn Winter

SCHOOL GUIDE 2023

第１回
体験入学 

７⽉16日㊏
Ａ日程 令和４年

７⽉30日㊏
Ｂ日程 令和４年

第２回
体験入学 

８⽉20日㊏
Ａ日程 令和４年

８⽉27日㊏
Ｂ日程 令和４年

第３回
体験入学 
令和４年

10⽉15日㊏

⃝入学願書受付  　令和５年１�⽉ 4日㊌
～ 6日㊎

⃝入学試験　　　��令和５年１⽉23日㊊
⃝合格発表　　　��令和５年１⽉30日㊊
⃝合格者説明会　��令和５�年１⽉31日㊋�

～２⽉ 5日㊐
※�新型コロナウイルス感染症の状況により，日程が変更に
なる場合があります。

Schedule

※�体験入学のA・B日程は，中学校別で日程を分けており
ます。詳細は改めて各中学校へお知らせいたします。


