
全県区　ＪＲ二月田駅から徒歩３分

目
指
す
夢

　宿高校で

I B U S U K I S E N I O R H I G H S C H O O L

99th

anniversary 指宿高等学校
鹿児島県立 全日制・普通科



　　グループで課題解
決をしたり，ポスター
を作って発表したり。
生徒が自ら考え，教
え合うスタイルが指
高授業の特色。
　自分の言葉で説明，
質問をするからコミュ
ニケーション能力が
身につき，新しいアイ
ディアも生まれます！

大学入試のときに， 英検２
級の資格を活用しました。
英語の試験が満点換算さ
れたので他の教科に集中
できました。

ボランティアやイベントなど校
外で活動したことをレポートに
まとめてコンテストに応募。 自
分の進路に合わせて研究する
時間にやりがいを感じる！

色々なことに挑戦できる

発表する力がつく
指宿高校の魅力指宿高校の魅力

☆令和２年度は3年生までに
８２人中３０人（３７％）が英検
２級を取得！

☆台湾の大学
と 協 定 を 結 ん
だ た め 令 和 ３
年から直接進
学できる！

☆総合的な探究の時間のプロ
ジェクトが面白い！　



アクティブラーニングの成果で， 毎年国公立大学 ・ 短大等に３割を
超える生徒が現役合格していて， 進学実績も充実しています。
　就職も公務員を中心に合格を勝ち取っています。
　令和２年度の３月卒業生の合格実績は， ８２名中
進学７７名･･･国公立大２３名　（茨城大１， 九大２， 大分大， 宮崎大，
　　　　　　　　　　　 鹿大１０名， 公立大８名），
　　　　　　　　　　　 私立大２１名， 公立短大４名， 私立短大３名，
　　　　　　　　　　　 専門学校２４名（内 医療系専門学校1５），大学校２　
就職５名･･･指宿市役所１， 鹿児島県警１， 消防２、 自衛隊１でした。
　
文系の生徒は， 音楽， 服飾美術， 心理臨床， 法律， 幼保・小中学校教育，
福祉， 経済マネジメント， 地域政策， 人間関係， 理美容， 外国語， 国際
文化　などの学科に進み，

理系の生徒は（医療）看護，作業療法，臨床工学，鍼灸，管理栄養，放射線，
　　　（工学）機械，電気電子，生体，情報工学，建築などの学科に進みました。
　　　詳細は右のＱＲコードを利用して指宿高校ＨＰをご覧下さい。 　

私は昔から 「今出来ないことこそ自分の伸びしろ」 という言
葉が好きで、 その言葉を支えに様々な挑戦をしてきました。
自分には出来ないと思わず、 自分の可能性を信じて行動して
みてください。 想像以上に楽しい未来が待っています！

卒業後の進路卒業後の進路

国公立大進学

公務員就職

卒業生からのメッセージ

多様な選択ができる

私立大進学

短期大学進学

専門学校進学

一般企業就職

名前 : 迫田 真理恵 （さこだ まりえ）
山川中学校→指宿高校 （所属部活 : 弓道部）
　　　→大学 : 鹿児島大学法文学部
→シドニー工科大学へ 1 年間交換留学
就職 : 日本航空業務企画職 （ＪＡＬ）（人事 ・ システム開発など）

プロフィール



　宿題は習熟度や個人の進路目標に合わせて内容が違います。
難易度が高い課題に挑戦する生徒もいます！ （頴娃中卒女子）
　アクティブラーニングの基本は教え合い。 教えられる方はもち
ろん， 教える方も説明することで理解が深まり， 相乗効果あり！
（南指宿中卒男子）

　入学して一番感じるのは， 人との関わりが増えたこと。 友
達や先輩が仲良しなのはもちろん， 先生との距離が近く，
気軽に質問もでき， 親身になって寄り添ってくれます。 とに
かく学校の雰囲気がいいので充実した毎日を送れます。
（北指宿中卒女子）

文武共に自分の力を伸ばすなら，指宿高校が最適！　

　学校行事は生徒会が中心になって盛り上げます。 自分たち
で作りあげるので活躍の機会が多く， 楽しいです！ （開聞中
卒男子）

　私は列車で通っていますが， 通学時間は片道 30 分！
部活動も列車の時間に合わせているので時間を有効に使えま
す。 （喜入中卒女子）

「宿題が多い」と思っていたけど？！

先生との距離がいい意味で近い！

　 校内に部活動がないものは個人登録
で大会に出場しています。２０１９年は全
国ピアノコンテストで最優秀賞，
水泳（背泳200ｍ）で県大会２位，九州
大会出場，居合道県大会３位などの成
績を収めています。
　また長期休みを利用して，ボランティア
活動や海外研修（オーストラリア・カン
ボジア）に参加する生徒も多数います。

先輩の声先輩の声 少人数の強みがある

学校外での活動にも協力が得られる



野球部
剣道部
陸上部
バスケットボール部
弓道部
サッカー部
バレーボール部
バドミントン部
ソフトテニス部

吹奏楽部
美術部
書道部
ホームメイド部
茶道 ・ 華道部
物理化学部
ＩＢＣ（放送）部
ＪＲＣ（赤十字活動）部
ＥＳＳ（英会話）同好会

主 な 大 会 成 績

文化系

体育系

令和３年度 春季南薩地区大会
サッカー部 優勝
ソフトテニス部 男子団体 優勝，個人 優勝，準優勝，３位
バレーボール部 男子準優勝

令和２年度 秋季南薩地区大会
剣道部 男子個人２位
ソフトテニス部 男子団体 優勝，個人 優勝，準優勝，３位
弓道部 女子個人２位

令和２年度 九州大会
物理化学部 九州高等学校理科研究発表大会（論文審査） 優秀賞

夢を，見よう。 校長 紺屋 宏昭

キミはどんな未来を夢見ていますか？どんな高校生活を送ってみたいですか？
　キミの夢を， 幸せを， 本気で手にしようと思ったら能動的に動くことです。 そして， そのためには動ける場所
に身を置くことです。
　指宿高校は， アクティブ ・ ラーニングを早くから取り入れて， 生徒主体の授業を展開。 機器も整い， 早い
段階からプレゼン能力も身につけられる環境があります。 英検などの資格取得も盛ん。 未来がどんどん開け
ます。 結果， 個に応じて， 大学から公務員まで幅広い進路実現を可能にしています。
　学校の規模が大きすぎないから， 先生方は生徒一人一人を大切にできるし， キミたちが能動的に動ける場
面が数多くあります。
　ここはキミが夢を育てる場所。 そして， ボクらにはキミたちに夢を見せる用意がある。
　一緒に， 夢を， 見よう。

部活動等紹介部活動等紹介



2021 ibuko information
★ 文化祭 ６月１２日（土）予定

上の３つの行事は全て
学校開催です。詳細は，
学校Webページをご覧
ください。

★体育祭 ９月 ４日（土）

★中学生一日体験入学
８月１９日（木）予定

　　　中学生を対象とした１日体験
　入学です。授業体験や部活動等
　の見学ができます。 ぜひご参加　
　ください。

文 化 祭

修学旅行

クラスマッチ

体 育 祭

池田湖一周遠行

オーストラリアの留学生と

数学のアクティブラーニング

学 校 行 事学 校 行 事

始業式

3 学年共通テスト

入学式・始業式

学年レクリエーション

中間考査

生徒総会

文化祭

期末考査

クラスマッチ

ビブリオバトル

終業式

中学生一日体験入学

始業式

体育祭

中間考査

池田湖一周遠行

２学年修学旅行

期末・卒業考査

終業式

学年末考査

卒業式

クラスマッチ

終業式


