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情報ビジネスコース３年　高　慶太

　私は，コース選択で情報ビジネスコース
を選択しました。
　情報ビジネスコースは，普通科目を受け
ながらパソコンや電卓を学ぶことができま
す。パソコンの授業では，ビジネス情報や，
情報処理があり，様々な関数を使った授業

を学んでいきます。電卓は，ビジネス基礎という授業でビジ
ネス計算などを学びます。
　古仁屋高校は，資格取得のため，先生方が手厚くご指導し
てくださいます。だから，多くの資格取得が可能です。パソ
コンや電卓など，これから社会に出てとても役に立つことを
情報ビジネスコースでは学ぶことができます。
それ以外にも，進学コースにはないスポーツ概論や，音楽・
書道などの選択科目，演奏研究・書道表現・手話などの選択
科目もあります。スポーツ概論では，興味のあるスポーツを
競技したり，演奏研究ではギターなど自分の興味のある楽器
を演奏したりします。
　このように自分の興味あること，社会に出て役立つことを
毎日たのしく学ぶことができています。

進学コース 2年　椛山　蘭

　私は，４年制大学への進学を目指して日々
勉強を頑張っています。１年生の時は，進
学コースと情報ビジネスコースに分かれて
いませんので，自分の志望する大学レベル
の勉強ができず不安を感じていました。そ

のことを面談で先生に相談するとすぐに対応してくださり，
個別指導していただくことになりました。個別指導では，模
試の問題や大学入試問題を抜粋したものに取り組みます。個
別指導を受けることで私の志望する進路への
不安は小さくなり，また自信もついてきまし
た。
　古仁屋高校は，就職するイメージが強いで
すが，自分次第で他の高校に負けないくらい
勉強することができます。
　また，生徒ひとりひとりに柔軟な対応をし
てくださるので４年制大学への進学を目指す
人にも良い環境です。

２·３学年　コース選択制
ひとりひとりの進路実現に向けて、コース別に学びを深めていく

普通科目と共に
情報処理などの
知識や技術を学ぶ

多様な進路希望に
対応した進路指導
及び学習指導

取得できる資格
 ・ビジネス文書実務検定
 ・情報処理検定
 ・珠算 ･ 電卓実務検定
 ・簿記実務検定

充実した個別指導
 
　目標に合わせた柔軟な
　指導で学力向上を
　目指します

進学コース
大学や短期大学を目指す！各種資格を取得しながら進学や就職を目指す！

情報ビジネスコース



文化祭

  ４月　入学式 
　　　  古北戦 
  ５月　生徒総会 
　　　  家庭クラブ総会 
  ６月　定期演奏会 
  ７月　クラスマッチ 
　　　  インターンシップ  
  ８月　夏休み 
  ９月　体育祭 
10月　文化祭 
11月　企業見学・郷土研修
　　　  大島紬に関する体験授業 
12月　修学旅行 
　　　  クラスマッチ 
  ２月　加計呂麻遠行  
  ３月　卒業式 
　　　  町内クリーン作戦 

修学旅行

 みんなおいでよ！

古仁 Yeah! Yeah!

古北戦
～大島北高とのスポーツ交歓会～

大島紬に関する体験学習

ひとりひとりの

輝きの場！

運動部 野球部
サッカー部
柔道部
男子バスケットボール部
女子バスケットボール部
女子バレーボール部
ソフトテニス部

文化部 書道部
吹奏楽部
美術同好会

学校行事

部活動



瀬戸内町からの支援
・入学祝金
・通学費等補助金
・各種検定試験等助成金
・修学旅行補助金   ※修学旅行参加者に１人２万円を補助

・ふるさと留学助成
・古仁屋高等学校地域応援団補助金
・部活動活性化補助金
・大会出場補助金
・給付型奨学金制度（令和３年度より )

※国公立大学及び難関私立大学へ進学した古仁屋高校生 ( 瀬戸 
　内町立中学校卒 ) を対象

紫雲寮(男子寮)
平成31年３月完成

紫雲寮 ダイニング 清雲寮 ダイニング

紫雲寮 個室 清雲寮 個室 船漕ぎ体験

清雲寮(女子寮)
令和２年４月完成

地域みらい留学　一期生　令和３年度卒　志摩　那波（公立鳥取環境大学　進学）

　私は，地域みらい留学生として古仁屋高校で３年間を過ごし多くのことを学びました。そして，夢であっ
た第一志望の大学に合格することができました。
　第一志望の大学に合格できたのは，寮生活において大変貴重な時間を過ごすことができたことが大きかっ
たように感じます。例えば，同級生や後輩とともに地元の婦人会の方が作る食事をいただき奄美の食文化を
知り，奄美大島のなかまたちと地域のイベントに参加することで奄美の伝統に触れ視野を広げることにつな

がりました。また，親元を離れて過ごすこともかけがえのない経験になりました。何か困ったことや挑戦してみたいことな
ど気軽に相談できるコーディネーターさんや先生方が身近にいらっしゃったことが大きいですが，自分で解決する力を身に
つけることもできました。
　古仁屋高校や寮生活での３年間を振り返り，出身地の高校ではできない経験をたくさんすることができました。「結」に恵
まれた３年間を古仁屋で過ごし卒業できたことを誇りに思っています。

農業体験

※詳しくは瀬戸内町ホームページをご覧ください。
https://www.town.setouchi.lg.jp/
電話番号：0997-72-1111

寮での様子を
振興コーディネーターが
配信しています。

寮



進路実績　[過去３年間] 自信を持って未来を歩めるよう,
　　　　生徒ひとりひとりをサポートします。

進　学
〔国公立大学〕
〈令和３年度〉鹿児島大学　高知大学　宮崎公立大学
　　　　　　　都留文科大学　公立鳥取環境大学
〈令和２年度〉名桜大学
〈令和元年度〉愛知県立大学　名桜大学
〔私立大学〕
　鹿児島国際大学　志學館大学　日本文理大学
　九州共立大学　姫路大学　園田学園女子大学
　相愛大学　ものつくり大学　上海大学東京校
  〔短期大学〕
　鹿児島県立短期大学　鹿児島純心短期大学
　鹿児島女子短期大学　第一幼児教育短期大学
　蘭女子短期大学　東京歯科大学短期大学
〔専門学校〕
　奄美看護福祉専門学校　奄美情報処理専門学校
　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
　鹿児島県立農業大学校
　鹿児島県立吹上高等技術専門校
　鹿児島医療福祉専門学校　神村学園専修学校
　鹿児島理容美容専門学校　鹿児島工学院専門学校
　鹿児島県美容専門学校　KCS鹿児島情報専門学校
　今村ライセンスアカデミー
　鹿児島キャリアデザイン専門学校

　総合学園ヒューマンアカデミー　福岡こども専門学校
　ハリウッドワールド美容専門学校
　宮崎福祉医療カレッジ　大原簿記公務員専門学校
　九州デザイナー学院　大原医療医療福祉製菓専門学校 　
　西神看護専門学校　藤川学園公務員ビジネス専門学校 　
　大原スポーツ専門学校 麻生情報ビジネス専門学校
　福岡ECO動物海洋専門学校　東京服飾専門学校
　専門学校ビジョナリーアーツ
　大阪リゾート＆スポーツ専門学校
　大阪美術専門学校　まつかげ看護専門学校

就　職
〔県外〕
　京セラ株式会社　日産自動車株式会社
　日産車体株式会社　丸良建設
　敷島製パン株式会社　福岡ロジテム株式会社
　刑務官
〔県内〕
　鹿児島銀行　近畿大学水産養殖種苗センター
　日本郵政株式会社九州支社　株式会社タカミヤ
　株式会社カミチク　株式会社小園ガラス商会
　陸上自衛隊　瀬戸内徳州会病院

　古仁屋高校の教育課程は，進学・
就職両方に対応できるので自分の
がんばり次第で，４年生大学への
進学や著名な企業への就職を目指

すことができます。
　学校の規模は小さいですが，個々の志望に応じた
きめ細やかな指導をしていただけて，学力を大きく
伸ばすことができます。私も４年制大学への進学を
希望したときから，個別指導していただき，苦手教
科を克服することができました。受験勉強は大変で
したが，先生方が優しく，時に厳しく指導してくだ
さり，希望の大学への進学を決めることができまし
た。
　部活動と勉強の両立を目指すにはとても良い学校
だと思います。

　私は，日産自動車株式会社に就職する
ことができました。
　入学時から「製造業」で働きたいとし
か決めていなかった私は，進路担当の先

生方に進路ガイダンスやリモート見学の機会を与えていた
だき３年生の夏にようやく第一希望を決めることができま
した。夏休みには，就職模擬面接会や進路ガイダンス等，
外部の方からもアドバイスをもらう機会があり，その経験
によって実際の試験に自信を持って臨むことができました。
　情報ビジネスコースでは，普通教科のほかに商業の勉強
も学ぶことができ，電卓やパソコンの資格を取ることもで
きます。資格を取ることがコツコツと努力を重ねてきた証
にもなり，就職する際には自身のアピールにつなげること
ができました。
　このように，古仁屋高校が少人数で，ひとりひとりが熱
心に学べる環境が整っていたので，私はこの古仁屋高校に
来てよかったと思っています。

鹿児島大学農学部
　　令和３年度卒　津留　幸至朗

日産自動車株式会社
　　　令和３年度卒　泰原　明菜

（※職業能力開発大学校・高等技術専門校を含む）



本校は、瀬戸内町唯一の高等学校として地域と共に歩み地域に支えられて躍進してき

ました。今年創立90周年を迎える歴史と伝統のある高等学校です。普通科ですが、２学

年次からコース選択制（進学コース又は情報ビジネスコース）となります。さらに、き

め細かな少人数指導と個別指導で確実な進路実現を目指します。『ひとりひとりが主

役～未来・夢・実現～』をスローガンに掲げ、学校活動、学校行事、部活動、ボラン

ティア活動などに、古仁屋高校一丸となって取り組んでいます。

古仁屋高等学校長 重吉 和久

自 主 自 立 ・ 敬 愛 和 協 ・ 明 朗 端 正 ・ 勤 勉 誠 実

ACCESS & ADDRESS 

本校は、鹿児島市から約400km離れた奄美大島にある大島郡瀬戸内町に設置されています。

奄美大島までは、飛行機又は船を御利用ください。

飛行機の場合

船の場合

鹿児島県立古仁屋高等学校
〒894-1508 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋399番地1

TEL 0997-72-0034 FAX 0997-72-0057

WEB http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/koniya/

奄美大島
奄美空港

古仁屋高校

飛行機の場合

船の場合
東京・羽田空港
約1時間55分

約45～55分

バス・レンタカー
約55分

レンタカー
約1時間

バス
約1時間30分

バス・レンタカー
約5分

約11時間

約2時間35分 約1時間40分

約1時間15分
大阪・伊丹空港

鹿児島空港

奄美大島・奄美空港

名瀬市街地

本校 (古仁屋）

奄美大島・名瀬港

鹿児島新港

鹿児島県立古仁屋高等学校
〒８９４－１５０８ 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋３９９番地１
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こ に や
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　本校は，「ひとりひとりが主役～未来・夢・実現～」をスローガンに掲げ，

きめ細やかな少人数指導と個別指導で確実な進路実現を目指す普通科高校で，

２年次からはコース選択制（進学コースまたは情報ビジネスコース）をとって

おります。そのため，商業の各種資格取得などにもチャレンジすることができ

ます。また，古仁屋高校でしか経験できない学校行事の他にも部活動やボラン

ティア活動など魅力あふれる取組をしています。また，瀬戸内町唯一の高等学

校として，瀬戸内町に支えられ，共に発展を続けている学校です。

　古仁屋高校に入学したからこそできることを見つけに来ませんか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古仁屋高等学校長　　米澤　瑞代

〔校訓〕自主自立　敬愛和協　明朗端正　勤勉誠実

本校は，鹿児島市から約 400㎞離れた奄美大島にある大島郡瀬戸内町に設置されて
います。奄美大島までは，飛行機又は船を御利用ください。

TEL 0997-72-0034　FAX 0997-72-0057
WEB　http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/koniya/

鹿児島県立古仁屋高等学校
〒894-1508　鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋399番地1

こ に や

ACCESS & ADDRESS


