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Pickup「小論文講座」
AO･ 推薦入試が始まる
前に対策を実施。

Educational activities
教育活動と学校行事
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卒業式

国公立大学中・後期日程試験

ダンス部定期発表会

クラスマッチ

進路体験発表会

入学式／新入生オリエンテーション

課題実力考査 ( 全学年 ) ／部活動ツアー

一日遠足／三者面談

中間考査 ( 全学年 )

PTA 総会・体育文化後援会総会／学級 PTA

吹奏楽部定期演奏会

生徒総会

生徒会立会演説会

期末考査 ( 全学年 )

クラスマッチ

出前授業・リクエスト講義

進路講演会

小論文対策講座

夏季補習 ( 前期 : 普商情 )

夏季補習 ( 後期 : 普商情 )

中学生部活動体験入学

体育祭・文化祭／課題実力考査 ( 全学年 ) ／就職受験者激励会

中間考査 ( 全学年 ) ／教育相談／薬物乱用防止教室

芸術鑑賞会

校内一斉読書会／持久走大会

期末考査 ( 全学年 )

実力考査 ( １・２年 ) ／大学入学共通テスト ( ３年 )

卒業考査 ( ３年 ) ／入試直前小論文対策講座（３年）

修学旅行 ( ２年　関東方面 )

ゴルフ実習 ( 体育科３年 )

性に関する講演会（全学年）

救急法実習（１年）

専門高校フェスタ ( 商情 )

冬季補習 ( 普商情 )

進路内定者会

進路講演会

学年末考査（１・２年）

商情キャリア教育講演会

国公立大学前期日程試験

　これからの人生基盤を築く高校生活に潤いをもたら
してくれるのが数々の学校行事です。これらの行事を
とおして，鹿南高校生は自己を見つめ，自分の可能性
を再発見し，友情を育んでいます。

Pickup「新入生歓迎①」
各団体が昼休みに，新入生
歓迎のコンサートや書道パ
フォーマンス等を行います。

Pickup「濵田尚里選手」
令和３年度には，東京五輪
柔道女子金メダリスト，濵
田尚里選手による激励会も
行われました。

Pickup「持久走大会」
桜島で実施されます。
男子 10㎞，女子 5㎞を
完走します。

Pickup「修学旅行」
例年実施されるスキー研修が人気です。

Pickup「商情キャリア教育」
職業人としての意識，そして起業
マインドを育成するため，定期的
に講演会や説明会が実施されます。

Pickup
「大学入学共通テスト」
令和３年度も 131 人の
生徒が共通テストを受
験し，志望校合格に向
けて励みました。
写真は模試の様子です。

Pickup「文化祭」
各団体の舞台発表だけでなく，
展示や食物バザー部門もありま
す。
2021 年度は感染症対策のため，午前
と午後の２部に分けて体育館での舞台
発表を行い，バザーの実施はありませ
んでした。

Pickup「クラスマッチ」
各競技のポイントを
総合して，学級総合１位
を決定します。

Pickup「新入生歓迎②」
パフォーマンスでは新入生を
歓迎＆励ますチアダンスを踊
ります。



　私は，国公立大学への進学を目標に，日々仲
間と共に切磋琢磨し，勉強に励んでいます。
　私は吹奏楽部に所属し，コンクールや定期演
奏会に向けての練習を頑張るなど「文武両道」
を心がけています。学習時間は家であまりとれ
ないので，ＪＲの通学時間を宿題や予習に使い，
確保しています。他の学科より授業の時数や課
題は多いですが，しっかり勉強に取り組めるの
で，実力がつき，達成感も得られます。クラスマッ
チなどの楽しい行事もたくさんあります。
　ぜひ，皆さんも普通科に入って，楽しい毎日
を過ごしませんか。

文武両道で上級学校への
進学をめざして

普通科 募集定員 160 人

あらゆるビジネスシーンでの
活躍を目指して

商業科 募集定員 80 人

小論文指導 普通科進路講演会 かご専フェアへの参加 ビジネスマナー講座

就職受験者激励会「電子商取引コース」HP 作成大学入学共通テスト説明会 普通科探究活動「南十字」

　本校の商業科では熱心な先生方の下で，商業
に関する専門教科を学び，年間を通じてさまざ
まな検定に取り組むことで，自分の進路の幅を
広げることができます。私は，本校に入学して
からダンス部に所属しており，ダンスに必要な
基礎・基本に加え，礼儀や人間性においても多
くのことを学んでいます。私自身，自分の成長
の変化が楽しくなるような日々を過ごしていま
す。私と同じように，商業科の生徒達は，さま
ざまな部活動で活躍し，「文武両道」を実践して
います。
　高校三年間の学びは，今後の社会へ旅立つ為
の下積みと言っても過言ではないくらい，とて
も貴重な３年間です。
　皆さんも，本校の商業科で自分の中に秘めて
いる，未知の可能性を求めてみませんか。

平地 優奈（北指宿中出身）

𠮷滿 梨花（谷山中出身）



情報化社会でのスペシャリスト
を目指して

情報処理科 募集定員 40 人

トップアスリートを目指して

体育科 募集定員 40 人

「商品開発コース」販売実習 体育祭での集団演技 課題研究発表会

全国大会出場者壮行会専門高校フェスタ 体育科集団演技ICT を用いた授業

商品開発演習

　情報処理科では，普通教科に加え，専門教科
として簿記や情報処理など幅広い分野を学んで
います。本校の情報処理科は他校に比べ，早い
うちから難易度の高い資格取得に挑戦していま
す。そのため，検定前はとても大変ですが，先
生方の丁寧かつ熱心なご指導の下，クラスが一
丸となって，朝課外や放課後等を利用し試験勉
強に取り組んでいます。資格は高度化する情報
社会に対応でき，進路の幅をより広げることが
出来ます。
　また，クラスの大半が部活動に所属しており，
「文武両道」を実現させています。私はバレー部
に所属しており，仲間と日々目標に向かって取
り組んでいます。学業・部活共に毎日が充実し
ています。皆さんも情報処理科で充実した高校
生活を送りませんか。

　体育科は，週に三日，午後の時間を使って自
分の専門競技を行う時間があったり，同じ志を
持った仲間と３年間過ごせたり，将来トップア
スリートになる環境が整っています。競技力向
上に大切な心・技・体を学ぶことができ，体育
館内にトレーニングルームがあるため，環境が
整っており専門競技に集中して取り組むことが
できます。
　体育科ならではの取り組みとして，集団生活
の大切さを学べる野外活動，体育祭での高校生
体操，集団行動があります。また，スポーツマ
ンとして大切な上下関係や挨拶などの礼儀も学
ぶことができます。
　このように鹿児島南高校体育科は将来，トッ
プアスリートになるにあたって最高の設備，練
習環境，指導者の先生方がそろっています。全国・
世界で活躍できる選手を目指し高校生活の３年
間をこの鹿児島南高校体育科で一緒に過ごしま
しょう。

野元 一誠（福平中出身）

鎌田 晃成（谷山中出身）



体育系部活動
　野球　サッカー　◎☆陸上競技　◎☆水球　水泳　☆空手道
　◎ダンス　女子ハンドボール　男子バレーボール
　◎女子バレーボール　◎☆女子柔道　男子バスケットボール
　女子バスケットボール　◎☆フェンシング　卓球
　◎男子ソフトテニス　女子ソフトテニス　男子硬式テニス

　女子硬式テニス　バドミントン　剣道　弓道

　　　　　　　　　　　　

◎は全国大会出場　☆は九州大会出場

進学
　【国公立大学・国公立短大】
山口大学，福岡教育大学，熊本大学，宮崎大学，鹿児島大学，
鹿屋体育大学，琉球大学，
山口県立大学，下関市立大学，北九州市立大学，長崎県立大学，
宮崎公立大学，鹿児島県立短期大学
　【私立大学・私立短大】
流通経済大学，日本大学，日本体育大学，帝京科学大学，中京
大学，大和大学，龍谷大学，京都産業大学，関西福祉大学，園
田学園女子大学，大阪国際大学，環太平洋大学，福岡国際医療
福祉大学，九州共立大学，筑紫女学園大学，福岡女学院看護大
学，日赤九州国際看護大学，中村学園大学，福岡大学，西南学
院大学，九州栄養福祉大学，福岡工業大学，九州産業大，長崎
国際大学，長崎外国語大学，鎮西学園大学，東海大学，崇城大
学，熊本学園大学，九州看護福祉大学，九州保健福祉大学，志
學館大学，鹿児島国際大学，第一工科大学，鹿児島純心女子大
学，沖縄大学，九州女子短期大学，福岡工業大学短大部，宮﨑
学園短期大学，鹿児島純心女子短期大学，鹿児島女子短期大学
　 【専門学校・その他職業訓練校】
東京医療福祉専門学校，日本工学院専門学校，中日本航空専門
学校，麻生看護専門大学校，鹿児島医療技術専門学校，熊本労
災病院看護専門学校，鹿児島医療技術専門学校，鹿児島医療福
祉専門学校，鹿児島医療法人協会立看護専門学校，鹿児島工学
院専門学校，鹿児島情報ビジネス公務員専門学校，鹿児島情報
専門学校，鹿児島レディスカレッジ，水産大学校，九州職業能
力開発大学校，川内職業能力開発短期大学校　ほか

文化系部活動
　吹奏楽　美術　◎書道　華道　茶道　演劇　写真　新聞
　☆ワープロ　コンピューター　◎文藝　簿記　放送　
　英会話同好会　珠算電卓同好会

　　　　　　　　　　　　
◎は全国大会出場　☆は九州大会出場

就職
【公務員】
鹿児島地方法務局，鹿児島県庁，宮崎県警，鹿児島県警，大阪
市消防局，鹿児島市消防局，陸上自衛隊自衛官一般曹候補生
【一般企業】
㈱ＪＭホールディングス，㈱カーネギー産業，鹿児島相互信用
金庫，ＪＡかごしま茶業㈱，城山観光㈱，京セラ㈱鹿児島国分
工場，京セラ㈱鹿児島川内工場，日本郵便㈱九州支社，鹿児島
製茶㈱，一般財団法人鹿児島県自動車標板協会，税理士法人れ
いめい，㈱カクイックス，南国殖産㈱，セイカ食品㈱

年度 進学 就職
国公立 公立短大 私立大 私立短大 専門学校 県内 県外 公務員

R3 55 17 168 33 59 17 1 11

※進学は浪人含む

（単位：人）



　　 鹿児島県立鹿児島南高等学校
〒 891-0141　鹿児島県鹿児島市谷山中央八丁目４番１号

TEL：099-268-2255（代）　FAX：099-268-2257

《鹿児島南高等学校ＨＰ》
　http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/minami/

《OFFICIAL BLOG》
　http://kagoshima-minami.seesaa.net

独立自尊
　開拓創造
　　協力奉仕

 鹿児島南高等学校沿革
谷山町立谷山高等学校設立許可
定時制本科耕種科、別科建築科、別科被服科設立
全日制普通科１学級の設置許可
別科建築科廃止、別科商業科設置許可
別科被服科募集停止
定時制本科耕種科廃止、別科商業科廃止
普通科１学級増設、全日制商業科１学級新設
普通科１学級（３学級）、商業科１学級増設（２学級）
鹿児島県立谷山高等学校と改称
商業科１学級増設（３学級）
普通科１学級（４学級）、商業科１学級（４学級）ともに増設
商業科１学級増設（５学級）
普通科１学級増設（５学級）
鹿児島県立鹿児島南高等学校と改称
鹿児島県内初の保健体育科１学級増設
保健体育科１学級増設（２学級）
貿易科１学級新設、商業科１学級減（４学級）
普通科募集停止
情報処理科１学級新設、貿易科１学級増設（２学級）
営業科１学級新設、保健体育科１学級増設（３学級）
普通科６学級新設、保健体育科１学級減、
商業科２学級減、貿易科・営業科募集停止
商業科１学級増設（３学級）
保健体育科を体育科と改称
普通科１学級減
普通科１学級減
商業科１学級減（２学級）

昭和 23年

昭和 24年
昭和 25年
昭和 28年

昭和 30年
昭和 31年
昭和 37年
昭和 38年
昭和 39年
昭和 40年
昭和 43年

昭和 44年

昭和 46年

昭和 51年

昭和 54年
昭和 57年
平成 4年
平成 14年
平成 16年 鹿南高校ブログ


