
この他にもイベント盛り沢山！！

HPで最新の情報を
公開中！

PICK UP EVENT

　7月23日（土）～8月23日（火）に徳島・香川・愛媛・高知・和歌山で開催される全国高校総体へ、たくさんの生徒が出場します。
県大会・九州大会を勝ち抜いた選手たちが、全国の舞台で思う存分、力を発揮できることを願います。

「躍動の青い力 四国総体2022」 ～燃え上がれ我らの闘志 四国の大地へ～TOPIC 1

　8月6日（土）～8月15日（月）にアメリカのアリゾナ
州にて行われる、WORLD HIPHOP DANCE 
CHAMPIONSHIPへ出場します。日頃の練習の成果
を世界の舞台で思う存分発揮してほしいですね！

　10月29日（土）～10月31日（月）に栃木で行われる「いちご一会
とちぎ大会」へ出場します。今まで頑張ってきた成果を全国の舞
台で自己ベスト更新できることを願います。

TOPIC 2

音楽部第42回定期演奏会 開催！TOPIC 4

　6月10日（金）、音楽部の第42回定期演奏会が宝山ホールで開催されました。会場にはこの日を
待ち望んでいた聴衆が詰めかけ、伸びやかな歌声に惜しみない拍手を送りました。今年の合唱劇
は、太宰治原作の『走れメロス』。創意工夫された小道具と圧倒的な歌唱力に会場全体が魅了され
ました。合唱部員全員の「歌うことが大好きな気持ち」がひしひしと伝わってくる演奏会でした。部
長の谷山楓華さん（3年普通科 谷山北中出身）は、「悩み、挫けそうになった時、仲間と支え合った

おかげで、誰一人として欠けることなくここまでくることができた。そして、どんな時もいつも温かく
見守ってくれた家族や先生方に感謝している。これからもこの気持ちを忘れることなく、全力で突
き進んでいきたい。」と挨拶をしました。
　音楽部は、夏のコンクールへ向けてこれからも練習を重ねていきます。

①池水 千紘（3年英数科 帖佐中出身）
②内匠屋 将吾（3年情報ビジネス科 垂水中央中出身）

①原田 真紘（3年英数科 桜丘中出身）
②永山 彩央（1年情報ビジネス科 城西中出身）
③濵田 杏梛（3年情報ビジネス科 谷山北中出身）
④山口 夏花（3年英数科 坂元中出身）
⑤松田 璃子（3年普通科 隼人中出身）
⑥境田 妃莉（3年英数科 日当山中出身）
⑦伊藤 那奈佳（3年情報ビジネス科 南中出身）

①柳田 陽香（2年普通科 城西中出身）
②片野坂 瑞希（3年情報ビジネス科 高尾野中出身）
③芝元 陽茉璃（3年情報ビジネス科 伊敷台中出身）
④片野坂 唯月（3年情報ビジネス科 高尾野中出身）
⑤田島 朱（3年情報ビジネス科 松元中出身）
⑥住吉 璃音（3年情報ビジネス科 大口中央中出身）
⑦橋元 幸菜（2年情報ビジネス科 野田中出身）
⑧中森 楽和（3年情報ビジネス科 吉野東中出身）
⑨馬場 友莉菜（1年普通科 伊集院中出身）
⑩滿園 彩可（2年情報ビジネス科 城西中出身）
⑪田原 夕愛（2年情報ビジネス科 頴娃中出身）
⑫須田 悠斗（3年普通科 川内南中出身）
⑬松下 怜（3年普通科 大口中央中出身）

出場選手／直近の主な成績

フェンシング部
令和4年度鹿児島県高等学校
総合体育大会フェンシング競技
女子エペ個人

優勝 鍋川原 涼花

準優勝 川ノ上 可乃音

男子エペ個人

準優勝 今給黎 仁

男子ソフトテニス部

令和4年度鹿児島県高等学校
総合体育大会ソフトテニス競技
男子個人の部

第5位 内匠屋 将吾／池水 千紘

陸上競技部
第38回Ｕ20日本陸上競技選手権大会

令和4年度高等学校総合体育大会
南九州大会

Ｕ20女子三段跳

優勝 片野坂 唯月

優勝 片野坂 唯月

女子七種競技

女子400ｍリレー

第6位 柳田 陽香／滿園 彩可
田島 朱／片野坂 唯月

女子棒高跳

第2位 田原 夕愛

女子400ｍハードル

第3位 芝元 陽茉璃

男子棒高跳

第4位 須田 悠斗

男子八種競技

優勝 松下 怜

第4位 住吉 璃音

女子走幅跳

第2位 柳田 陽香

女子100ｍハードル

第4位 柳田 陽香

第3位 住吉 璃音

数々のドラマが生まれる体育祭は、笑顔あり涙
ありで最高の思い出になります。

体育祭
9月10日（土）

洗練された精神と技術から生まれた素晴らし
い作品に触れることができます。

美術写真書道展

8月23日（火）～8月28日（日）
【場所】鹿児島市立美術館

生徒みんなで作り上げる鹿高祭は、多彩な企画
で盛り上がります。

鹿高祭
9月22日（木）

吹奏楽部の織りなす音色が心に響き渡る、特
別な時間になります。

吹奏楽部定期演奏会

10月2日（日）
【場所】宝山ホール

①鍋川原 涼花
（3年情報ビジネス科 甲南中出身）

②今給黎 仁
（3年情報ビジネス科 川内中央中出身）

③川ノ上 可乃音
（2年情報ビジネス科 清水中出身）
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①鮫島 ひより（2年情報ビジネス科 桜丘中出身）
②澁谷 海里（1年普通科 川内南中出身）
③山下 陽色（2年情報ビジネス科 緑丘中出身）
④山﨑 由夢（1年情報ビジネス科 舞鶴中出身）
⑤森川 琉那（3年情報ビジネス科 福平中出身）
⑥湯地 静菜（3年普通科 桜丘中出身）
⑦鎌田 まりあ（3年情報ビジネス科 伊敷台中出身）
⑧山本 沙奈（2年情報ビジネス科 福平中出身）
⑨酒匂 美桜（3年情報ビジネス科 谷山北中出身）
⑩西田 詠琶（2年情報ビジネス科 緑丘中出身）
⑪伊地知 優果（2年英数科 緑丘中出身）
⑫佐藤 ゆうり（3年普通科 南中出身）
⑬福留 青空（3年情報ビジネス科 伊集院中出身）
⑭松原 百合菜（1年情報ビジネス科 清水中出身）
⑮小吹 真耶子（3年普通科 武中出身）

ジ グ ザ グ ジ グ ザ グ

WORLD HIPHOP DANCE 
CHAMPIONSHIP2022 TOPIC 3

第22回全国障害者スポーツ大会
「いちご一会とちぎ大会」

アーチェリー
令和4年度鹿児島県高等学校
総合体育大会アーチェリー競技
女子個人の部

優勝 坂下 絢香

駅伝部
令和4年度高等学校総合体育大会
南九州大会
男子5000ｍ競歩

第2位 濵本 翔太

女子三段跳

優勝 片野坂 唯月
★大会新記録

バドミントン部
令和4年度鹿児島県高等学校
総合体育大会バドミントン競技
女子団体

優勝

女子シングルス

優勝 濵田 杏梛

女子ダブルス

準優勝 濵田 杏梛／松田 璃子

★19年ぶりの優勝

★11年ぶりの優勝

女子バスケットボール部
令和4年度鹿児島県高等学校
総合体育大会バスケットボール競技
優勝
★13年ぶりの優勝

坂下 絢香 
（2年普通科 重富中出身）

基本的には中学校の制服となりますが、
部活動体験のみの生徒ははじめから
運動着でも構いません。 ※更衣室はございます。

服装

※吹奏楽部体験以外は上靴は必要ありません。
※全員にミネラルウォーター（500ml）を配布しますが、
　必要に応じて飲み物を持参してください。

筆記用具
運動部の体験をする生徒は運動のできる服装持参物

※受付場所は新館1階になります。

【午前の部】 8：45～9：05
【午後の部】 12：45～13：05

受付
時間

入校の際には各自マスクの着用をお願いします。また、手指消毒と検温にご協力いただきます。 ※37.5℃以上の方、体調の優れない方はご入校をお断りしております。
締め切り日以降のキャンセルについては、お電話(099-225-3211)をよろしくお願いいたします。

8/20 21

7/25 26
部活動体験

学習体験・部活動体験

 濵本 翔太
（2年情報ビジネス科 吉野東中出身）

陸上競技部・駅伝部
令和4年度高等学校総合体育大会
南九州大会
学校対抗

優勝 女子総合成績 
★2年連続2回目

に出逢える

① ②

ALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP2022
 アダルト部門／優勝

上村 倖太（3年普通科 和田中出身）
小野 奏人（3年普通科 長田中出身）
第16回鹿児島県障害者スポーツ大会

  25m自由形 1位（大会新）／50m自由形 1位（大会新）

ジ グ ザ グ

【編集・発行】学校法人 津曲学園 鹿児島高等学校 企画広報部 ／ 〒890-0042 鹿児島市薬師1丁目21-9 ／ TEL.099-255-3211 ／ FAX.099-258-0080 55vol.
7月号

http://www.kagoshima-h.ed.jp/
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英数科

情報ビジネス科

（特進コース ・ 英数コース）

普通科（選抜コース ・ 一般コース）
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令和4年度は、県内外86校667名の新入生が入学しました。

新入生からの
メッセージ

新しい仲間に出会い、これから始まる高校生活に
期待を寄せています。生徒数が最大規模の鹿高
は、毎日多くの刺激を受けることができますよ！

私たちは今、とても楽しい学校生活を送っています！９人
で待っています。

吉野中も大きな学校でしたが、鹿児島高校もとても大きな学校なので、個性豊か
な先生方やクラスメイトと楽しく過ごすことができています。21人全員が高校を
卒業できるように勉強頑張ります！

「1530色の青春」という言葉どおり、一人ひとりの個性を大
切にしてくれる学校です。校舎も綺麗です。これから過ごす
3年間がとても楽しみです！

鹿児島高校は優しい先生が多く、生徒一人ひとり
にしっかりと向き合ってくれます。また、礼儀作法
等も学ぶことができる学校です。

鹿児島高校は、全てのことに集中して取り組むことができる良い環
境です。みなさんも是非鹿児島高校に入学してください！お待ちして
います！

入学する前は不安でしたが、入学後は先輩達の対応や先生方
の話を聞いてから安心して高校ライフを楽しむことができて
います！

たくさんの友だちができ、とても楽しいで
す。もし高校を選ぶのであれば、鹿児島高
校を選んでみてください！！

入学したばかりで慣れないですが、友人と切磋琢磨しながら
毎日楽しく学校生活を送れるよう頑張ります！！

今年は城西中から32名の生徒が鹿高に入学しました。それぞれの学科
に魅力があり、先生方や先輩方もとても親切で素敵な学校です。自分
の夢や目標に向かって頑張っていこうと思います。

鹿高は全員明るく、充実した生活を送ることができそうです。
人間性を高め、高校卒業後に向けて、1日1日を大切に過ごして
いきたいです。紫中生全員で頑張ります！

校庭が芝生、校舎も6階建てで綺麗！毎日が刺
激的で楽しいです。

鹿高は生徒が多いためたくさんの友だち
ができます。色々な人がいておもしろい
です。ぜひみなさんも入学してください。

凛とした東中生の名に恥じないように、勉強
や部活動に精一杯励みながら高校3年間を
有意義に過ごしていきたいと思います。

鹿高は個性あふれる素敵な学校です。青春
したい人は鹿児島高校に集まれ！

鹿高は人数が多く、個性が強い学校です。そのため、部活動
や勉強において新たな発見があります。これから新しい仲
間と共に努力し続け、楽しく充実した高校生活を送ります！

最初は緊張していましたが、今ではたくさんの友だちが
できました。みなさんもぜひ鹿児島高校に足を運んで
みてください。みなさんの入学を楽しみにしています。

入学式では人の多さに驚きましたが、たくさんの友だ
ちができ、充実した高校生活が送れそうです。これか
ら部活動や勉強に頑張りたいと思います！

鹿高は環境が良く、先生方や先輩方も優しく
とても良い学校です。設備も整っていて過ごし
やすいです。ぜひ、鹿児島高校に来てください。

先生・先輩方がとても優しく、明るく楽しい雰囲気の学
校です。部活動と勉強の両立をしっかりして、進路実現
を目指して頑張っていこうと思います。

にぎやかで明るい学校です。優しい先生が多く、クラ
スメイトともすぐに仲良くなれました。これからの学校
生活が楽しみです！

人数が多く、活気のある学校です。一人ひと
り個性が溢れていて、毎日が楽しいです。先
生方も優しくていい先生ばかりです。

先輩、後輩関係なくとても楽しい学校生活を送っ
ています。また、県内最大規模の学校なのでたく
さんの人に出会うことができていますよ！

鹿高は先輩方や先生方がとても明るく、雰囲気も
良くて過ごしやすいです。それぞれの目標を達成
できるように、3年間、一生懸命頑張ります！

人数がとても多いです。校舎もとても広いため慣れないことが多いで
すが、中学校で学んだことを生かしながら、たくさんのことを吸収して
いきます。仲間と共に高め合っていきたいです。

校舎が綺麗で雰囲気も良く、先生方も個性
豊かで優しく接してくれます。楽しく充実し
た高校生活を送ることができそうです。

施設も整っており、先生方も良い人たちば
かりなので、とても過ごしやすいです。みな
さんもぜひ鹿児島高校に来てください！

「1530色の青春」をコンセプトに生徒一人ひとりの個性を大事にしてくれる良い学
校です。これからの学校生活の中で、自分だけの色を見つけていきたいです。

鹿高は部活動が盛んで、文武両道で過ごすことができる学校
です。先生方もフレンドリーで熱血に指導してくれます。

鹿児島高校は、先輩方や先生方が優しくてとても楽しい
学校です。

鹿高は雰囲気が良く楽しいです。先生たち
も優しく最高の学校です！

鹿高は人数が多く、個性豊かな生徒も多いので、とても楽しく
充実した高校生活を送ることができています。また、優しい先
生もたくさんいます。武岡中のみなさん、入学を待っています！

鹿高は雰囲気が明るく温かいです。一人ひとりの個性を見つけ活
躍することが出来るのもこの高校ならではの特徴です。ぜひ鹿
児島高校に来て楽しいスクールライフを一緒に過ごしましょう。

鹿高は、生徒全員の個性を大事にしており、一人ひとりが楽しく学校生
活を送れる学校だと思います。私たちは文武両道を目指して、1日1日を
大切に過ごしていきたいです。ぜひ、鹿児島高校に入学してください！

周りの人たちや先生方の雰囲気がとても良く、楽しい
学校生活を送れそうです。これから、鹿児島高校で頑張
ろうという気持ちを持つことができています。

設備が整っており、先生方も時には優しく
時には厳しく指導してくれます。とても充実
した学校生活を送ることができそうです。

鹿高は人数が多く、恵まれた人間関係を築くことができます。学食も
とても美味しいので、ぜひ来てください！

鹿高は笑顔が溢れている学校です。先生方が優し
くとても熱心で指導してくださります。とても良い
学校なのでみなさんぜひ来てね！

とても綺麗な校舎で、生徒の個性を最大限尊重し
てくれる学校です。後輩のみなさん、ぜひ鹿児島高
校に来てください！

鹿高は設備が充実していて、勉強や部活動に集中で
きる環境です。たくさんの気の合う仲間ができまし
た。先生方も優しく、何でも丁寧に教えてくれます。

学校の雰囲気も良く、すぐに慣れることがで
きました。たくさんの生徒がいるのでコミュ
ニケーション能力が向上します！

部活動がとても盛んで、どの部に入っても集中
して練習でき、切磋琢磨することができます。
ぜひ、みなさんも鹿高に入学してください。

鹿高はたくさんの生徒がいて、色 な々人と関わる
ことができます。大学進学や就職率も高いので、
安心して、勉強できています。

友だちがたくさんできました！先生も優しくおもしろい
ので接しやすく毎日が楽しいです。進路に悩んでいる
人や興味がある人はぜひ鹿児島高校に来てください。

鹿児島高校は先生方や先輩方が優しく、分から
ないことがあったら明るく話しかけてくれます。
ぜひ鹿児島高校に入学してください。

鹿高は人数が多いにも関わらず、先生方が一人ひと
りにしっかりと気を配ってくれるため、安心して生活で
きています。これから精一杯頑張りたいと思います。

個性豊かでとても明るい学校です。充実した
毎日を送りたい人はぜひ鹿児島高校に来て
ください！

人数が多いので、学校行事や部活動を通じ
て様々な人に出会うことができ、先生や先輩
がサポートしてくださいます！

多くの友だちができたり、たくさんの先生のサ
ポートを受けられたり、生徒が生活しやすい環
境です。ぜひ鹿児島高校に入学してください！

人数が多く、一人ひとり個性にあふれています。
部活動数も多く、3年間楽しく高校生活が送れ
そうです。

生徒の多さに驚きましたが、先生の話や
充実した設備などを見たり聞いたりし
て、3年間頑張れそうです。

校舎がきれいで設備が整っています。人数が多いので、たくさん
の個性に出会うことができます。

鹿高は部活動が盛んであり、活気あふれる学校です。先
生方も皆優しく、毎日が楽しいです。学校行事もたくさん
あり、これからが楽しみです！

全く知らない人のなかで送る青春というものは本当
におもしろいものです。受験はつらいと思いますが、
最高の青春が待っていると信じて頑張ってください！

たくさんの生徒がいて、とてもにぎやかです。
先生方も色 な々ことを丁寧に教えてくれます！

生徒に真摯に向き合ってくれる先生方がたくさんいて、
雰囲気も明るく楽しいです。とても良い学校なので、み
なさんもぜひ鹿高に来てください！

県内外から大勢の人が集まる鹿児島高校で、それぞれの夢
や目標に向かって頑張っていきたいです。

鹿児島高校は人数がとても多くみんなとても優しく
馴染みやすいです。みんなとすぐに仲良くなること
ができました。

鹿高は人が多く、様 な々価値観をもった人がいるので充
実した高校生活を送ることができます。また部活動も豊
富なので自分にあった部活動を選ぶことができますよ！

鹿高は人数が多くとてもにぎやかな学校です。部活動
も多くあり、勉強とスポーツに打ち込める環境です。
ぜひみなさんも鹿児島高校に来てください！

楽しく学べる学校です。みんなもぜひ
遊びにきてください！

県内でトップクラスの生徒数、受験者数の人
気校です！生徒数が多いので様々な人たち
とふれあうことができます。

今年の入学生は667名と、とても多いです。そ
んなたくさんの生徒がいるこの鹿児島高校で、
かけがえのない思い出を作っていきたいです。
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