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大学・短大

37.6％
(103名)

専修・各種学校

３7.2％ (102名)

就職

24.5％
(67名)

卒業生

274名
(令和2年度） 

その他 0.7％(2名) 

勤労自治 

清純理知 
白梅(花言葉：気品)のような清らかさで理性の 

ある行動をとる。 

進取気魄 
どんな困難なことにあっても自己に勝ち，前向き 

に対処する。 

 

 

 

❖校訓❖ 

雪に耐へて梅花麗し 

梅の花は，冬の雪や厳しい寒さを耐え忍ぶからこそ，初春

に美しい花を咲かせ，かぐわしい香りを発する。苦難や試練

を耐えて乗り越えれば，大きく見事な成長が待っているとい

うたとえ。(西郷隆盛の詠んだ漢詩の一節) 

 

 

❖建学の精神❖ 

 

 ～創立１２７年の歴史と伝統～ 

 ＊SCHOOL IMAGE＊ 

充実した学校生活の基本は，マナー。学校生活を通して“当たり前のことを当たり前に”実践することで，自立した女性として成長する

ことができます。また，３Ｍ活動も本校独自の取組です。 

１．学校独自の取組～マナー教育・３M活動～ 

Monrei 門礼 Mokusou 黙想 M  無言作業 

学び舎に敬意を払い，登下校時

に校門で一礼します。「何事も

礼に始まり礼に終わる。すべて

のことに感謝の気持ちを持って

過ごす」礼法の心を学びます。 

一日の始まりに静かな「静」

の時間をもち，自分を見つ

め，心を落ち着かせて１日の

生活の目標を立てます。 

無言作業・床の輝きは心の

輝きをモットーに作業時間は

無言で心を込めて取り組み，

作業を通して，自分の品性を

高めます。 

３年間で様々な資格取得にチャレンジすることで高い専門性(知識・技術)が身に付きます。また，段取力や粘り強さも身に付き，合格

したときの喜びや達成感は大きな自信につながります。 

２．資格取得～高い専門性と自信～ 

 達成感  専門性 

 段取り力  粘り強さ  自信 

女子高では，専門教科の学習や資格

取得にも力を入れています。また，朝

の黙想前に，朝自習の時間が設定さ

れており，基礎学力定着に向けて全

校をあげて取り組んでいます。さら

に，女子高には，合計40の部活動が

あり， それぞれ所属する部活動で一

所懸命頑張っています。 

３．文武両道 

～盛んな部活動～ 

４．進路実現 ～多方面で活躍する人づくり～ 

一人ひとりが目指す進路を実現できるようにそ

れぞれに応じた進路指導によりサポートします。

また，年間を通して職業ガイダンスや進路体験

発表会なども行われています。 
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＊生活科学科＊ ☞check P.3～ 

＊商 業 科＊ ☞check P.５～ 

＊情報会計科＊ ☞check P.７～ 

 

 

 

 

 

 

 7：00  8：15 黙想 ＳＨＲ 1限目 2限目 ３限目 ４限目 

昼 

食 

作業 ５限目 ６限目 16：00 放課後 

下 

校 

自

宅

学

習

・

夕

食

・

入

浴

等 

就 

寝 

Ａ
さ
ん 

登
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朝
練 
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番
活
動
・連
絡
プ
リ
ン
ト
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認 

朝
自
習
を
行
い
，基
礎
学
力
定
着
を
は
か
る 

５
分
間
の
黙
想
を
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い
，1

日
の
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1

日
の
流
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し
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を
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っ
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活
す
る 

保
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業
を
通
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て
自
分
の
品
性
を
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る 

芸
術 

現
代
文
Ｂ 

終 

礼 
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活
動 

Ｂ
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ん 

 

 簿記 
国
語
総
合 

情
報
処
理 

英
語Ⅰ

 

Ｃ
さ
ん 

体
育 

英
語Ⅱ

 

数
学
Ａ 

現
代
文
Ｂ 

原
価
計
算 

簿
記
補
習 

Ｄ
さ
ん 

課
題
研
究 

ファッション造形 体
育 

英
語Ⅲ

 

被
服
補
習 

 

 

登
校    

門
礼
を
通
し
て
礼
法
の
心
を
学
ぶ 

※あくまで一例です。なお，科目名は一部省略して表記しています。 

※   は，学校独自の取組「３Ｍ活動」です。毎日の小さな積み重ねが卒業時に大きな力になります。 

※   は，各学科の専門科目です。講師の先生からより専門的な指導をして頂ける時間もあります。 

 

 

鹿女子生の生活 

 

 
放課後は， 

自分らしさを 

磨く時間です。 
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 ●生活産業(生活に密接にかかわる商品やサービスを提供する産業)を担う将来のスペ

シャリストとして必要となる，家庭の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術

を習得します。 

 ●家庭科技術検定(被服・食物・保育)をはじめ，ビジネス文書検定・情報処理検定や

秘書検定の資格取得もできます。 

 ●１年次に家庭科に関する基礎を幅広く学びます。２年次よりそれぞれの興味・関心

に応じて，「生活文化類型」「被服類型」「食物類型」の３つの類型に分かれ，より

専門的に学びます。 

●卒業後は，生活に関する分野(衣，食，住，保育等)に留まらず，医療，美容，教育，

語学関係へ進学・就職する生徒もいます。 

 

 

 

 

【１年次】家庭科に関する基礎を幅広く学ぶ 
 

家庭総合 生活産業基礎 生活産業情報 ファッション造形基礎 フードデザイン 

人の一生と家族・家庭，子ども

や高齢者とのかかわりと福

祉，消費生活，衣食住に関す

る知識と技能を総合的に学習

します。 

衣食住，ヒューマンサービス

など生活産業に関する職業に

ついて学びます。社会人講話

や職場見学，ファッションデザ

イン画講習などもあります。 

ワードやエクセルなど情報処

理に関する基礎的な知識と技

術を学び，全商ビジネス文書

実務検定，全商情報処理検定

等にチャレンジします。 

被服に関する基本的な知識と

技術を学びます。実習では，

基礎縫い，アウターパンツ，甚

平，ブラウス，浴衣の製作を行

います。 

栄養・食品・献立・調理・テー

ブルコーディネートなどに関す

る基礎的な知識と技術を調理

実習・調理実験・検定受検を

通して学びます。 

  ＊生活科学科＊ 

❖豊かな個性と生活を科学する実践力を育て，生活に関する専門性と情報処理能力を併せ持つ人材を育てます。 

定員160名 

４class 

＊学科の特徴＊ 

＊令和3年度入学生 カリキュラム＊ 

＊特色ある専門科目＊ 
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【２・3年次】それぞれの類型で専門性を高める 

生活文化類型 被服類型 食物類型 

   

子ども文化の授業では，子どもの遊びや表現活動な

どに関する知識と技術を学びます。保育技術検定を受

検し，保育園訪問を行います。生活文化の授業では，

着付け・礼法・茶道・華道など日本の伝統的な生活文

化に関する知識と技術を学びます。 

ファッション造形の授業では，２年生でブラウス

や裏付ジャケット，浴衣などを製作し，染色や刺

繍，編物についても学習します。３年生では，ドレ

スや振り袖などを製作し，被服作品発表会で 3

年間の学習の成果を披露します。 

フードデザイン・調理の授業では，２年生で日

常食やお弁当，３年生でコース料理を制限時

間内に一人で作ります。また，ホテルに行き本

格的なコース料理をいただく，テーブルマナー

講習会もあります。 

【全類型共通の専門科目】 子どもの発達と保育では，子どもの発達の特性や発達過程，保育などに関する知識と技術を学びます。 

 
 

●約2割が就職します。在学中に，資格取得に励んだ先輩の姿勢は，職場でも高い評価を得ており，県内を中心として多方面に

就職しています。 

●約８割が進学します。家庭科の専門性を生かした分野に限らず，幅広い分野の大学・短大・専門学校に進学しています。 

大
学 

【国公立】鹿児島大学，鹿屋体育大学 

【私  立】鹿児島国際大学，鹿児島純心女子大学，志學館大学，熊本学園大学，九州東海大学，福岡大学，九州共立大学，九州女子大学，久留米大学， 

久留米工業大学，九州産業大学，日本経済大学，西南女学院大学，九州栄養福祉大学，中村学園大学，西九州大学，星城大学，尚美学園大学，美作大学， 

帝塚山学院大学，金沢学院大学，日本女子体育大学，日本福祉大学，昭和音楽大学，東京有明医療大学  

短
期
大
学 

【公 立】鹿児島県立短期大学 

【私 立】鹿児島純心女子短期大学，鹿児島女子短期大学，第一幼児教育短期大学，福岡医療短期大学，香蘭女子短期大学，  

九州産業大学造形短期大学部，淑徳大学短期大学部，精華女子短期大学，東京立正短期大学 

専
門
学
校 

【看護・医療系】鹿児島医療技術専門学校，鹿児島医療福祉専門学校，鹿児島看護専門学校， 鹿児島中央看護専門学校， 赤塚学園看護専門学校， 

神村学園専修学校，久木田学園看護専門学校，鹿児島第一医療リハビリ専門学校，鹿児島歯科学院専門学校，福岡リハビリテーション専門学校， 

麻生リハビリテーション大学校，昭和医療技術専門学校，戸田中央看護専門学校，東洋医療専門学校 

【栄養・調理・美容・ファッション系】今村学園ライセンスアカデミー， スピリッツオブマイスター，中村調理製菓専門学校，麻生外語観光＆製菓専門学校，

平岡調理製菓専門学校，鹿児島県美容専門学校，鹿児島県理容美容専門学校， 赤塚学園美容デザイン専門学校，ハリウッドワールド美容専門学校， 

野村服飾専門学校，香蘭ファッションデザイン専門学校， 上田安子服飾専門学校，文化服装学院 

【情報・ビジネス系】鹿児島キャリアデザイン専門学校，ＫＢＣＣ鹿児島情報ビジネス公務員専門学校，KCS鹿児島情報専門学校， 

南九州医療事務医療秘書専門学校，鹿児島レディスカレッジ，情報科学専門学校 

就
職 

製造業・建築業 京セラ㈱鹿児島国分工場，京セラ㈱鹿児島川内工場，㈲薩摩蒸気屋 

卸売業・小売業 
鹿児島空港産業㈱，㈱ヤマダヤ，㈱イング，㈱まきの商店，㈱エービーシー・マート，昭産商事㈱，富田薬品株 

㈱マリークワントコスメチックス，㈱ヨーク 

宿泊・サービス業 
城山観光㈱，㈱指宿白水館，㈱西川海陸輸送，日本郵便㈱，医療法人陽山会井後眼科，㈱島津興業，水渕電機㈱，照國神社， 

㈱ファインズ東京，㈱サッポロライオン，㈱にしけい，九州メンテナンス㈱ 

公務員・その他 
海上自衛隊，㈱鹿児島銀行，鹿児島相互信用金庫，鹿児島みらい農協，さつま日置農協，ヤマト運輸㈱， 

㈱トヨタレンタリース鹿児島，東京地下鉄㈱ 

 
 

全国家庭科技術検定協会主催 全国商業高等学校協会主催 日本情報処理検定協会主催 (財)実務技能検定 

被服製作 １～４級 

食物調理 １～４級 

保育   ３～４級 

ビジネス文書検定 １～３級 

情報処理検定     ３級 

英語検定     １～３級 

表計算検定         １～３級 

プレゼンテーション検定   １～３級 

日本語ワープロ検定     １～３級 

文書デザイン検定      １～３級 

パソコンスピード認定試験 

秘書検定      ２～３級 

サービス接遇検定  ２～３級 

 

家庭科技術検定の具体的な内容を教えてください。 

❁各分野の基礎知識と技術，学習意欲・チャレンジ力・段取り力・創造力・忍耐力を身に付けたり，コミュニケーション力や豊かな心を育てたりすることを目的とした検定。 

♦食物調理技術検定：4級/調理の基礎，3級/調理手法の基礎，2級/日常食の献立と調理，1級/供応食・行事食等の献立と調理 

♦被服製作技術検定：4級/基礎縫い，3級/アウターパンツ，2級和服/甚平，2級洋服/シャツ・ブラウス，1級和服/浴衣，1級洋服/ジャケット 

♦保   育   検  定：各級とも「音楽・リズム」「造形」「言語」「家庭看護」の4分野を実施。 

＜ピアノ(バイエル)，歌唱，折り紙，描画，貼り絵，読み聞かせ，紙芝居の実演，乳幼児の世話(抱っこ，検温，衣類の着脱等)など＞ 

＊進路の特徴と実績(過去3年間)＊ 

＊取得可能な検定＊ 
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 ●経済社会を取り巻く環境の変化や生徒の多様な進路への対応を図るために，簿記

や原価計算といった会計分野とパソコン操作を中心としたビジネス情報分野の学

習をします。 

 ●ビジネス社会で通用する実践力の習得を目指します。 

●2，3年次の課題研究では個々の生徒の特性や進路希望に即した学習に取り組む

ことができます。インターネットショッピングモール「まなびや」運営にも参加

できます。 

 ●日商簿記検定，全商ビジネス文書実務検定，全商珠算・電卓実務検定などに挑戦

することができます。 
  

 

 

 
 
 

ビジネス基礎 簿記 情報処理 財務会計Ⅰ 

 

ビジネスに関する基礎的な知識と技術

を習得させ，経済社会の一員として望ま

しい心構えとビジネスの諸活動に適切

に対応する能力と態度を身に付けます。 

簿記に関する知識と技術を習得し，その

基本的な仕組みについて理解するとと

もに，企業において日常発生する取引に

ついて適正な会計処理を行う能力と態

度を身に付けます。 

ビジネスに関する情報を収集・処理・分析し，

表現する知識と技術を習得して，情報の意義

や役割について理解するとともに，ビジネス

の諸活動において情報を主体的に活用する

能力と態度を身に付けます。 

財務諸表の作成に関する知識と技術を

習得し，財務会計の意義や制度につい

て理解するとともに，会計情報を提供し，

活用する能力と態度を身に付けます。 

財務会計Ⅱ 

 

原価計算 総合実践 経済活動と法 

財務会計に関する知識と技術を習得し，

会計責任を果たすことの重要性につい

て理解するとともに，会計情報を提供し，

活用する能力と態度を身に付けます。 

製造業における原価計算及び会計処理

に関する知識と技術を習得し，原価の概

念について理解するとともに，原価計算

から得られる情報を活用する能力と態

度を身に付けます。 

商業の各分野に関する知識と技術を実

践的活動を通して総合的に習得し，ビジ

ネスの諸活動を主体的，合理的に行う

能力と態度を身に付けます。 

ビジネスに必要な法規に関する基礎的

な知識を習得し，経済社会における法

の意義や役割について理解するととも

に，経済事象を法律的に考え，適切に判

断して行動する能力と態度を身に付け

ます。 

  ＊商業科＊ 
❖商業に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得し実践的な態度を育てます。 

定員80名 

2class 

＊学科の特徴＊ 

＊令和3年度入学生 カリキュラム＊ 

＊特色ある専門科目＊ 
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●約４割が就職します。その多くは鹿児島市内の企業(事務職)ですが，九州・関西・関東など県外からも多くの求人をいただいて

います。 

●商業の専門性を生かした分野に進学する他，推薦入試制度を利用して国公立大学や医療・美容といった幅広い分野の専門学校へ

進学する生徒もいます。 

大
学 

【国公立】鹿児島大学 

【私  立】鹿児島国際大学，志學館大学，名古屋学院大学，大阪成蹊大学，九州共立大学，長崎外国語大学，福岡大学，北星学園

大学 

短
期
大
学 

【公 立】鹿児島県立短期大学 

【私 立】鹿児島純心女子短期大学，鹿児島女子短期大学，精華女子短期大学，東京立正短期大学 

専
門
学
校 

【看護・医療系】鹿児島医療技術専門学校，鹿児島医療福祉専門学校，赤塚学園看護専門学校，鹿児島中央看護専門学校，  

鹿児島第一医療リハビリ専門学校，仁心看護専門学校，久木田学園看護専門学校，神村学園専修学校，鹿児島歯科学院専門学校， 

今村学園ライセンスアカデミー，麻生リハビリテーション大学校，大阪ハイテクノロジー専門学校 

【情報・ビジネス系】KCS鹿児島情報専門学校， 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校， 鹿児島キャリアデザイン専門学校， 

鹿児島環境・情報専門学校， 南九州医療事務医療秘書専門学校，鹿児島レディスカレッジ，東京CPA会計学院熊本校， 

【美容・デザイン系】鹿児島県美容専門学校，鹿児島県理容美容専門学校，赤塚学園美容デザイン専門学校，九州デザイナー学院， 

福岡デザイン専門学校 

就
職 

製造業・建築業 
京セラ㈱鹿児島国分工場，京セラ㈱鹿児島川内工場，セイカ食品㈱，親和電気㈱，九州熱学工業㈱， 

福山黒酢㈱，㈱稲盛機工店，㈱鹿児島製茶，㈱九電工 

卸売業・小売業 
㈱山形屋，トヨタモビリティパーツ㈱，㈱山形屋ストア，㈱ハンズマン，生協コープかごしま，㈱タカイ， 

南海食品㈱，㈱光学堂，㈱山善，ANA FESTA㈱ 

金融業 
㈱鹿児島銀行，鹿児島相互信用金庫，鹿児島信用金庫，鹿児島興業信用組合，九州労働金庫， 

㈱宮﨑太陽銀行 

宿泊・サービス業 
日本郵便㈱，城山観光㈱，鹿児島国際観光㈱，鹿児島県農業協同組合中央会，㈱メルヘンスポーツ， 

㈱島津興業，㈱ファインズ東京，㈱美々卯 

公務員・その他 
京都府警，陸上自衛隊，南国交通㈱，鹿児島海陸運送㈱，南九州センコー㈱，医療法人陽山会井後眼科， 

東日本旅客鉄道㈱ 
 

 

 

全国商業高等学校協会主催 日本商工会議所主催 その他受験可能な検定 

・珠算・電卓実務検定  1～３級 ・簿記実務検定 1～３級 

・情報処理検定        1～３級 ・ビジネス文書実務検定 1～３級 

・商業経済検定     1～３級 ・英語検定 １～３級  ・会計実務検定 

簿記検定 1～3級 秘書検定 ２～３級 

ITパスポート検定 

基本情報処理技術者検定 
 

鹿児島初!!「鹿児島まなびや」について教えてください。 

「鹿児島まなびや」とは，高校生が運営しているオンラインショッピングモールです。契約・交渉・

ページ作成まですべて高校生が行っています。個人情報の維持管理費のみで，出店料・手数料

やページ作成料等はいただいておりません！！出展企業は随時募集中です。鹿児島まなびやで

は，鹿児島らしい商品を多数販売しています。ぜひ鹿児島まなびやを応援してください。  
 

＊進路の特徴と実績(過去3年間)＊ 

＊取得可能な検定＊ 

【まなびやのホームページURL】 

http://kagoshima.manabiya.co.jp/ 

ぜひアクセスしてください。 

＜まなびやトップ画面＞ 

http://kagoshima.manabiya.co.jp/
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●コンピュータや情報通信ネットワークを活用して，ビジネスに関する情報を収集・分

析し，結果を表・グラフ・画像などを用いて適切に表現する知識と技術を習得でき

ます。 

●情報化社会に対応できる知識と技術の習得，ビジネスマナーの習得を目指します。 

●3年次の課題研究では個々の生徒の特性や進路希望に即した学習に取り組むことが出

来ます。インターネットショッピングモール「まなびや」運営にも参加できます。 

●日商簿記検定，全商ビジネス文書実務検定，全商情報処理検定，ITパスポート検定

に挑戦することができます。 
 

 

 

 

 

ビジネス基礎 簿記 情報処理 財務会計Ⅰ 財務会計Ⅱ 

ビジネスに関する基礎的な知

識と技術を習得させ，経済社

会の一員として望ましい心構

えとビジネスの諸活動に適切

に対応する能力と態度を身に

付けます。 

簿記に関する知識と技術を習

得し，その基本的な仕組みにつ

いて理解するとともに，企業に

おいて日常発生する取引につ

いて適正な会計処理を行う能

力と態度を身に付けます。 

ビジネスに関する情報を収集・

処理・分析し，表現する知識と

技術を習得して，情報の意義や

役割について理解するととも

に，ビジネスの諸活動において

情報を主体的に活用する能力

と態度を身に付けます。 

財務諸表の作成に関する知識

と技術を習得し，財務会計の意

義や制度について理解すると

ともに，会計情報を提供し，活

用する能力と態度を身に付け

ます。 

財務会計に関する知識と技術

を習得し，会計責任を果たすこ

との重要性について理解する

とともに，会計情報を提供し，活

用する能力と態度を身に付け

ます。 

原価計算 ビジネス情報 総合実践 電子商取引 

製造業における原価計算及び会計処

理に関する知識と技術を習得し，原価

の概念について理解するとともに，原

価計算から得られる情報を活用する

能力と態度を身に付けます。 

情報通信ネットワークの導入やソフトウ

ェアの活用に関する知識と技術を習得

し，情報を効率的に処理することの重要

性について理解するとともに，ビジネス

の諸活動においてコンピュータを適切

に運用する能力と態度を身に付けます。 

商業の各分野に関する知識と技術を実

践的活動を通して総合的に習得し，ビ

ジネスの諸活動を主体的，合理的に行

う能力と態度を身に付けます。 

情報通信ネットワークを活用した商取引や

広告・広報に関する知識と技術を習得し，情

報通信ネットワークを活用することの意義や

課題について理解させるとともに，情報通信

技術を電子商取引に応用する能力と態度を

身に付けます。 

  ＊情報会計科＊ 
❖ビジネスの諸活動において情報を主体的に活用する能力と態度を育てます。 

定員80名 

2class 

＊学科の特徴＊ 

＊令和3年度入学生 カリキュラム＊ 

＊特色ある専門科目＊ 
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●約３割が就職します。その多くは鹿児島市内の企業(事務職)ですが，九州・関西・関東など県外からも多くの求人をいただいて

います。 

●商業の専門性を生かした分野に進学する他，推薦入試制度を利用して国公立大学や医療・美容といった幅広い分野の専門学校へ

進学する生徒もいます。 

大
学 

【国公立】鹿児島大学，長崎大学 

【私  立】鹿児島国際大学， 志學館大学，熊本学園大学，西南女学院大学，四国学院大学，四国大学，東海大学，大阪国際大学， 

金沢学院大学，同志社大学，名古屋学院大学，中京学院大学，大阪大谷大学，東京女子体育大学 

 

短
期
大
学 

【公  立】鹿児島県立短期大学 

【私  立】鹿児島純心女子短期大学，鹿児島女子短期大学，第一幼児教育短期大学，文化学園大学短期大学部， 

大阪城南女子短期大学，國學院大學栃木短期大學 

専
門
学
校 

【看護・医療系】鹿児島医療技術専門学校，鹿児島医療福祉専門学校，鹿児島医療センター付属鹿児島看護学校， 

鹿児島看護専門学校， 鹿児島第一医療リハビリ専門学校，鹿児島中央看護専門学校， 神村学園専修学校，赤塚学園看護専門学校， 

今村学園ライセンスアカデミー，鹿児島歯科学院専門学校，公務員ビジネス専門学校，さいたま看護専門学校，西日本教育医療専門学校 

【情報・ビジネス系】KCS鹿児島情報専門学校，ＫＢＣＣ鹿児島情報ビジネス公務員専門学校，鹿児島キャリアデザイン専門学校， 

南九州医療事務医療秘書専門学校，東京CPA会計学院熊本校，福岡医療秘書福祉専門学校，鹿児島ホテル短期大学校， 

鹿児島レディスカレッジ 

【美容・デザイン系】鹿児島県美容専門学校，鹿児島理容美容専門学校，鹿児島工学院専門学校，麻生建築＆デザイン専門学校  

就
職 

製造業・建築業 京セラ㈱鹿児島国分工場，㈱明石屋，大三鋼機㈱，㈱大阪屋製菓 

卸売業・小売業 ㈱健康家族，南国殖産㈱，岩崎産業㈱，㈱土佐屋，トヨタモビリティパーツ㈱ 

宿泊・サービス業 城山観光㈱，日本郵便㈱，医療法人真栄会新村病院，㈱ＴＭＪ，東京エアポートレストラン㈱ 

金融業・その他 ㈱鹿児島銀行，㈱南日本銀行，九州労働金庫，鹿児島相互信用金庫，㈱ＪＡ物流かごしま，小田急電鉄㈱ 

 

全国商業高等学校協会主催 日本商工会議所主催 その他受験可能な検定 

・珠算・電卓実務検定  1～３級 ・簿記実務検定 1～３級 

・情報処理検定        1～３級 ・ビジネス文書実務検定 1～３級 

・商業経済検定     1～３級 ・英語検定 １～３級  ・会計実務検定 

簿記検定 1～3級 秘書検定 ２～３級 

ITパスポート検定 

基本情報処理技術者検定 

 

商業科と情報会計科の大きな違いは何ですか？ 

商業科，情報会計科の違いは取得する検定種目とパソコンの授業時数が異なります。商業科は1年

生で全商珠算・電卓検定の合格を目指します。また，2年生から選択ではありますが，本校の特色あ

る教育活動である「鹿児島まなびや（インターネットショッピングモール）」の授業もあります。情

報会計科は１年生からパソコンの授業が多くなり，早い段階から上級検定の合格を目指します。国家

資格でもあるITパスポート試験の取得を目指す生徒もいます。 

 

  

＊進路の特徴と実績(過去3年間)＊ 

＊取得可能な検定＊ 

～商業科・情報会計科で学ぶ魅力～ 
 

商業科・情報会計科では，ビジネス社会で活躍するために必要なことを学びます。具

体的には，さまざまな会社で必要となるマーケティングや簿記，情報処理，経済など

を学びます。 また，ビジネスをうまく行うために必要な心構えなども学び，知識や技

術だけでなく実践的な力を身につけることができ，ビジネス社会に出る自信につな

がります。さらに， 高校での学びを活かした進学（国公立大学など）や就職をするこ

とができます。スタートラインは，みんな一緒です。高校からの学びで，あなたの新し

い特技や可能性を見つけることができ，さらに伸ばすことができます。あなたも商業

科・情報会計科で学びませんか？ 

鹿女子で 

待ってるよ。 
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女子高に入学して良かったことは？ 

自分で考えて行動することの大切さを学び，気配りや心

配りができるようになったと思います。また，３年間を通

して，自分自身の成長を実感することができます。 

女子だけの環境に慣れるか不安です… 

クラスの雰囲気はどうですか？ 
さまざまな場所から，様々な考えや夢，目標，趣味，特技

をもった仲間が集まっています。各クラスの目標に向か

って一人ひとりの個性を大切にしながら，和気あいあい

とした雰囲気の中，楽しい学校生活を送ることができま

す。行事もみんなで団結して楽しむことができます。 

卒業生の主な職業は？ 

 
事務員，司法書士，銀行員，バスガイド，ホテルスタッフ，

書店員，スポーツ選手(陸上，バレーボール)， 美容師，理容

師，栄養士，管理栄養士，調理師，パティシエ，販売員，縫

製技能士，パタンナー，ソーイングスタッフ，帽子デザイナ

ー，動物看護師，自動車販売員，航空客室乗務員，空港業務

スタッフ， 保育士， 養護教諭，司書，教諭，ケアマネジャ

ー，介護福祉士，看護師，助産師，保健師，理学療法士，作

業療法士，歯科衛生士，鍼灸師，柔道整復師，地方公務員，

警察官，自衛官 等 

さまざまな分野で本校卒業生が活躍しています。（以下は一例) 

Q&A／在校生・卒業生インタビュー！！ 

学食は？ 

 学食はありませんが，購買部でパンやおにぎ

り，ヨーグルトなどを購入できます。女子高

名物メロンパンもおいしいですよ！ 

専門科目の授業や女子高での生活が

心配です・・・・どのような感じですか？ 

 大丈夫です。専門科目についても基礎から丁寧に学ぶこ

とができます。先生方から丁寧に指導して頂くこと 

ができます。女子高での生活については， 

P.3の鹿女子生の生活を参考にしてください。 

１番楽しみにしていることは？ 

３泊４日の修学旅行です。気心の知れた仲間と一緒に，い

つもとは違う環境で自主研修や観光ができるのは，普段

は味わうことができない貴重な経験だと思い 

ます。また，１月末にある生活科学科被服類型 

３年生による被服作品発表会も楽しみです。 

ICT機器普及や施設設備は？ 

各教室にテレビ，書画カメラ，パソコン等が設置さ

れており，校内にはタブレット端末も常備されて

います。施設設備は裏表紙を参考にしてください。 

女子高ならではの授業や行事は？ 

生活科学科被服類型３年生による被服作品発表会 

は，全校生徒が楽しみにしている行事です。また， 

１月のかるた大会も女子高の恒例行事です。年間 

行事については，P.13～P.14を参考にしてください。 

携帯電話の持ち込みは？ 

 許可制となっています。ただし，制服での使用は， 

校内・校外とも禁止されています。 

専門高校の良いところは？ 

「基礎的，基本的な学習」に加えて，「資格取得のための

学習」「専門技術，専門分野の学習」「実習の機会」が多い

ところです。また，専門的な知識や技術を身に付けること

ができるので，社会人になった時，即戦力として 

期待されます。卒業後は，就職する人も多いです 

が，さらなる知識や技術の習得を目指し進学す 

る人も増えています。 

在校生は，鹿児島市出身が多い？ 

通学する際の交通手段は？ 
鹿児島市出身の生徒はもちろん，姶良，鹿屋，薩摩川内，

日置，離島，県外出身者も在籍しています。また，通学の

手段は，徒歩，自転車，バス，電車，送迎などそれぞれで

す。バスについては，裏表紙のスクール 

マップを参考にしてください。 

校則が厳しいと聞きますが， 

大変ではないですか？ 
「当たり前のことを当たり前に実践する」ということは，

大切なことだと思います。多くのルールがある中で 

自分自身の生活を楽しむ術を学ぶことができます。 

卒業生の離職率の低さも３年間の学びの成果だと 

思います。 

女子高の良いところは？ 

社会人になった時に大切なことをたくさん学ぶことがで

きます。入学当初は，意識しなければできなかっ 

たことが卒業時には，習慣化されて自然と身に 

付きます。また，女子高だからこそ経験できること， 

学べることがたくさんあると思います。 
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＊在校生・卒業生インタビュー!!＊ 

生活科学科 生活文化類型 ３年 佃 楓由妃 (頴娃中出身) 生活科学科 被服類型 ３年  隈元 香凜 (紫原中出身) 
生活文化類型では，調理実習や被服製作，パソコンの技術に加え，着

付けやフラワーアレンジメントなど多くの分野を幅広く学ぶことができま

す。２年次に学ぶ「子ども文化」では，保育技術検定３・４級を取得するだ

けでなく，子どもに関する知識や技術を身につけることができます。分野

が幅広く，大変だと思うこともありますが，先生方が丁寧に指導をしてくだ 

さったり，クラスのみんなが協力してくれたりして，一つ一つの実習がとても楽しいです。た

くさんある検定にも全員合格を目指し，日々頑張っています。この過程で学んだことは社会

に出てから役立つことばかりで，今しかできない貴重な経験だと思います。 

私は，バレーボール部に所属しています。勉強と部活動を両立する為に時間の使い方を

工夫し，どちらとも結果が出せるように努力をしています。クラスには，書道や茶道，華道，

JRC部など文化系の部活動で頑張っている仲間も大勢いて，どんな時もみんなで励まし

合いながら，笑顔で活気あふれる毎日を送っています。 自分の目標や夢に向かって全力

で取り組むことができる鹿児島女子高校で，充実した最高の３年間を過ごしてみませんか。 

私は，幼い頃から裁縫が好きで私たちが普段着用する服の作りを知

り，自分で製作したいと思い被服類型を選択しました。被服類型では，

主に洋裁や和裁などの専門的な学習をすることができます。洋裁で

は，ブラウスやジャケットなどを，和裁では，甚平や浴衣などを製作しま

す。そして和服1級・洋服１級の検定合格に向けて互いに励まし合いな 

がら精一杯頑張っています。製作している中で分からない所などがあると，先生方はとて

も丁寧に指導してくださるので，納得のいく作品を仕上げることができます。３年生では学

習の集大成となる「被服作品発表会」が行われ，自分たちで製作したドレスや振袖，個性

あふれる創作作品など保護者や全校生徒に披露します。作品が完成した時の喜びや達

成感はとても大きく，友人との充実した日々は素晴らしく楽しい思い出になります。 

家庭科や服飾に興味がある人は，もちろん基礎から学びたい人も，鹿児島女子高校な

ら多くのことを楽しみながら学ぶことができると思います。皆さんも鹿児島女子高等学校

で楽しく充実した３年間を過ごしてみませんか。 

生活科学科 食物類型 ３年  髙山 詩音 (吉野東中出身) 鹿児島県立短期大学進学 畠田 優花さん (R２生活科学科卒)  
食物類型では，1週間に5時間の調理実習があり，そのうちの3時

間は，食物調理技術検定取得のための練習や調理の基本について学

ぶことができます。2時間は外部講師の先生に来ていただき，専門的

な料理を楽しむことができます。また，切り方や盛り付け方など，より高

度な技術を学ぶことができるため，食物や調理についての知識を深め 

ることができます。入学して初めての4級検定であるキュウリの半月切りに苦戦していた

私たちも時間内に2級検定であるお弁当を作りあげられるまで成長することができまし

た。1級では，それぞれ和食・洋食・中華の中からひとつを選び，コース料理を作ります。

私の趣味であるお菓子作りに活かせることなども一緒に学ぶことができるため，食物類

型に進んでよかったと思います。また，私は生徒会副会長をしており，生徒会活動と両立

して有意義に過ごしています。運動部に所属している級友も充実した毎日を送っていま

す。みなさんも，食物に関する幅広い知識と技術を学び充実した女子高ライフをこの鹿児

島女子高等学校で送ってみませんか。 

私は，高校３年間で様々なことを身につけることができました。私は元々

「食」に興味があったことから，２年次より食物類型に進みました。初め

は何もかも不器用で上手くいかないことも多くありましたが，先生方が

一つひとつ丁寧に教えてくださり，様々な知識や技術を習得することが

できました。また，私はバスケットボール部に所属していたため，勉強と

部 

活動の両立が大変でしたが，周りには協力してくれるクラスメイトや先生がいたので充実

した学校生活を送ることができました。特に昨年は，コロナの影響で色々な制限があった

中ですが，食物調理技術検定１級を合格できたことと部活動の大会で鹿児島県１位を取

ることができたことが何より嬉しかったです。さらに本校では，礼儀作法もしっかりと身に

つけることができました。これは，この先の就職活動できっと役立つと思います。私は，４月

から鹿児島県立短期大学に進学します。鹿女子で学んだ知識や技術を進学先では，さら

に伸ばすことができるように頑張っていきます。皆さんも鹿女子に入学して，鹿女子ならで

はの充実した学校生活を送ってみませんか。 
 

商業科 ３年 橋口 由梨 (伊敷台中出身) 鹿児島県内高等学校勤務(商業科教諭) 上石田 咲さん(H23商業科卒) 
鹿児島女子高校は，礼儀作法や社会人になる上で大切なことを学べま

す。初めは意識しなければできないことも習慣化され，自然と身につい

ていきます。商業科では，簿記や情報処理等を学習します。入学当初は

商業科目を理解できるか不安でしたが，先生方の丁寧なご指導や検定

前の補習のおかげで多くの検定に合格することができました。また，授 

業を通して電卓やパソコンのタイピングも自然と速く打てるようになります。その他にも就

職後に必要な様々なスキルを身に付けることができる所が商業科の魅力だと思います。 

私はコンピュータ部に所属しています。部活動を通して難度の高い上級資格にも早い

時期に挑戦することができ，現在はＩＴパスポートの資格取得に向けて日々励んでいます。

多くの検定に挑戦する中で，自分が頑張った分だけ結果に繋がることを実感しています。

皆さんも鹿女子で新しい自分をみつけてみませんか。 

鹿児島女子高の魅力は，部活動が盛んであること，様々な検定に挑戦

して資格を得られること，就職から大学進学まで幅広い進路選択を可能

にすること，「躾教育」で女性らしい礼儀作法を身に付けられることです。 

私は，ソフトテニスがしたくて女子高に入学しました。暑い日も寒い日

も，毎日遅くまでコートを走りまわり，先生や仲間と共にインターハイ出場 

を成し遂げました。部活動と両立させるために，授業を中心に集中して取り組み，簿記検定

など多くの検定に合格できました。部活動にも勉強にも精一杯打ち込んだ私は，推薦で鹿

児島大学に進学しました。現在は鹿児島県内の高校で，商業科の教員として生徒と共に頑

張っています。女子高で得られた友人達とは，卒業後10年目になる今も，クラス会で交流

しています。教員になった今，女子高で学んだことが私のベースにあると改めて感じていま

す。「女子しかいないけれど」というより「女子だけだから」味わえる青春が女子高にはあ

ります。みなさんも鹿児島女子高校で頑張ってみませんか。 
 

情報会計科 ３年 郡山 菜悠 (出水中出身) 株式会社 山形屋  原 音々さん (平成29年度情報会計科卒) 
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 私は，小学生の頃から続けているバスケットボールの技術をもっと高

めたい，全国大会に出場したいという思いで，鹿女子に入学しました。家

が遠方のため寮に入りましたが，いろいろな部活動で頑張っている仲

間と悩みを共有したり，一緒にトレーニングに取り組んだりといつもパワ

ーをもらっています。時には親や兄弟に甘えたくなることもありますが， 

寮の仲間の笑顔に囲まれ，寂しさを忘れるくらい楽しく過ごしています。情報会計科は，簿

記はもちろんのこと，パソコンについても深く学びます。現在学んでいるビジネス情報科目

は，ＩｏＴ（全てのモノと人がつながる社会）には必要不可欠です。検定合格や進路実現に

向けて，文武両道でがんばっている仲間がいることが良い刺激となり，お互いを高めてい

ける環境がある鹿女子に入学して，本当に良かったと思っています。皆さんもここで一緒

に，充実した高校生活を過ごしてみませんか。 

私は，鹿女子での３年間で一生の仲間に出会えました。本当に充実し

た時間を過ごせたからだと思います。私は情報会計科で，簿記や情報処

理に関する上級資格取得を目指していたので，通学時に電車の中で勉

強したり，先生に個別指導をしていただいたりと勉強に打ち込みました。 

また，所属していた簿記部では，日々の練習量の多さから何度か挫折

感も味わいましたが，仲間と励ましあい努力した結果，全国大会出場や 

難度の高い上級資格合格を実現できました。在学当時は校則が厳しいと感じたのに，社会

に出た今，鹿女子で身に付けたすべての礼儀作法が生かされています。 

私は鹿女子の卒業生であることに誇りを持っています。 

  

目標は高く，夢に向かって挑戦!! 

部活動 

❁県高等学校演劇祭(優良賞) 

❁夏季大会，秋季大会，冬季大会 

             等 

文芸部は，毎週水・木曜日に図書室で活

動しています。主な活動内容として，6 月に

県文芸コンクールへの出品，2学期にあ 

る文化祭で部誌「くさふじ」の発行があ 

り，その他のコンクールへの出品も行って 

います。 小説を書いたことがない人も先生

に教えてもらいながら自分なりの作品を書

くことができるので楽しいですよ。 

❁県高校生文芸コンクール 

❁海音寺潮五郎記念文芸ゼミナール 

❁その他コンクール   

❁全国・県高等学校総合文化祭参加 等 

 私たちバドミントン部は，

九州・全国大会で活躍でき

る選手を目指して日々の 

練習に取り組んでいます。プ

レーのみならず礼儀作法も

学ぶことができる部活です。 

英会話部は，毎週火曜日と木曜

日に活動し，それぞれ目標に向かっ

て頑張っています。火曜日は個人で

英検に向けての学習，木曜日は

ALT の先生と英会話練習などをし

ています。ハロウィンやクリスマスな

どのイベントも行っています。    

❁英検対策 

❁英語学習 

❁ALTの先生と活動 等 

私たち演劇部は，大会優勝

を目指し，活動しています。  

部員のほとんどが初心者で音

響や照明を使って一から部員

で劇を作っています。自分を変

えたい方，プロを目指したい

方，誰でも大歓迎です。 

私たち美術部は，1３名で活

動しています。主な活動とし

て，展覧会への作品制作を行

っています。その他，学校行事

の看板製作等も行っています。 

❁県高校美術展❁県美展 

❁南日本ジュニア展 

❁吉井淳二記念大賞展 

❁芸術作品展    等 

❁県高校新人２位 

❁九州選抜 

  単3位 複ベスト８等 

❁県高校総体出場 

❁鹿児島市高等学校 

弓道競技大会個人優勝 

❁県新人弓道競技大会出場 等 

私たち弓道部は，県大会上位入

賞を目標に日々練習に 

励んでいます。弓道を通し 

て自分自身を成長させること 

もでき，礼儀作法や仲間の大切さ 

などを学ぶことができます。ぜひ，

私たちと一緒に弓道をしてみませ

んか。    

活動内容は，年に 3 回の部

誌の製作，文化祭でのイラスト

展示です。 

一人ひとりの画力向上を目

指し頑張っています。イラストに

自信がない方でも大丈夫で

す。一緒に頑張りましょう。 

❁漫画甲子園への出展 

❁文化祭での出品 等 

私たち長距離は現在選手９名，マ

ネージャー２名，計１１名で活動し，

「常勝・信走 SMILE駅伝」をチーム

のスローガンとしています。全国駅伝

出場を目標に日々の練習に励み，チ

ーム一丸となり高みを目指して 

これからも頑張って参ります。 

私たちは，裏千家流茶道を週

1 回，お稽古しています。お点前

やふんわり泡立つお抹茶の点て

方，お道具の扱い，足運び，お茶

とお菓子の頂き方を学び，日本特

有のおもてなしの心や美しい礼

儀作法を身につけます。   

私たちは，本校の建学の精

神である「耐雪梅花麗」をモ

ットーに県制覇，そして全国大

会へ出場することを目標に

日々練習に励んでいます。最

高の仲間と最高の舞台で最

高のプレーができるよう，全

員で戦い抜きます。 

❁メモリアルマッチ優勝 

❁九州新人準優勝  等 

私たちは，「日本一」を目標に日々

の稽古に        取り組んでいま

す。モットーである 

誰からも愛され誰からも 

応援される鹿女子剣道部であるため

に，これからも目標達成に向けて頑

張っていきます。 

私たち陸上競技部は，インターハイ

入賞，県総体総合優勝を目標に日々

練習に励んでいます。陸上は個人種

目ですが，全員が一生懸命取り組み，

個人で結果を残し，みんなで掴んだ

優勝は，陸上でしか味わえない感動

があります。私たちと一緒に全国の舞

台を目指しませんか。 

❁全国高校総体 

❁南九州高校総体 

❁全九州高校新人 等 

サッカー部は，鹿女子の運動

部の中でも数少ない初心者

からでも入部できる部活動で

す。その中で，県大会を勝ち

抜き，九州・全国という目標に

向かって日々努力しています。

私たちと一緒にサッカーをし

てみませんか。 

❁鹿児島県高校女子 

 サッカー選手権大会 

 第3位    等 

私たちは「拾って繋いで 

考える心の全員バレー」をモット

ーに日々練習に励んでいます。

プレーだけでなく，人間性，メン

タル面も大きく成長することが

できます。私たちと一緒に日本

一を目指してみませんか。 

私たち JRC 部は，１１名で毎週

水曜日に活動しています。主な活動

は，献血の呼びかけや福祉施設へ

の訪問ボランティアです。文化祭で

は，曲に合わせた手話を披露して

います。楽しくボランティアに取り組

んでいます。 

❁鹿児島市社会福祉協議会 

ボランティア推進校 最優秀賞 

❁献血や募金の呼びかけ 

❁文化祭での手話の発表 等 

❁おはら祭❁帰厚会総会 

❁新入生オリエンテーション 

❁文化祭❁中学生体験入学 

❁城西公民館文化祭    等 

❁裏千家茶道学生合同茶会 

❁高校茶道研修会 

❁高校茶道発表会 

❁文化祭(秋の茶会)   等 

❁全国高校総体準優勝2回！ 

❁全日本高校選手権(春の高校バレー)  

２年連続36回出場！全国3位3回！  

❁高校総体県予選７連覇！ 

❁九州連覇2回！ 等 

❁県高校駅伝２位  等 

 

❁メモリアルマッチ(県総体代替大会) 

  準優勝 

❁県新人戦 

団体準優勝，個人３位，ベスト８ 等 

 

 
私たち民踊部は，毎週水曜日と金

曜日に活動しています。日本全国の

伝統的な和の踊りを学び，地域のイ

ベントや学校行事などに参加してい

ます。興味がある方は初心者でも大

歓迎ですので高校生活で新しい 

ことに挑戦してみませんか。 
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鹿女子といえば“部活動”と言われるほど活動が盛んです。体育系１３，文化系１7．生産系１０，合計４０の部活動があります。全国大会出場を果たし

ている部活動だけでなく，筝曲部や民踊部など県内でも珍しい部活動もあるので，幅広い活躍の場が準備されています。部活動加入率も高く，それ

ぞれ所属する部活動で一生懸命頑張っています。 

 

筝曲部は，鹿児島県内では数少

ない琴を演奏する部です。「聴く

人の心に響く演奏をすること」を

目標に日々練習に励んでいま

す。学校行事や校外でも演奏を

する機会が多くなっています。    

コンピュータ部は，情報系の資

格取得を目指す部活動です。

情報処理1級や国家資格など

を取得することができます。3

年生の進路選択の際にもとて

も有利になります！    

1年生4名，2年生５名，3年生５名 

の15名で活動しています。 

目標は，全国ベスト８!! 

目的は，人間形成。 

大会ごとに，各々の「自己新記録」を 

目指して努力しています。 

染織部は，本県に1つしかない珍しい

部活動として週に2回 

活動しています。染め，織り， 

ステンシルなどの技法を学 

び，個性を活かした様々な作 

品作りに取り組んでいます。 

私たちと一緒にすてきな世界 

に一つだけの作品を作ってみ 

ませんか？ 

 

私たち水泳部は，3年生20 

名，2年生12名の計３２名で 

活動しています。競技の向上は 

もちろんですが，社会に出る上

での礼儀作法をしっかりと身に

つけることができます。初心者で

始める人も多いので，ぜひ水泳

部に来て一緒に泳ぎましょう。 

音楽部では，コンクールだけ

でなく，依頼演奏などを通して

多くの貴重な体験をすること

ができます。音楽経験者だけ

でなく，初心者も大歓迎です。

ぜひ一緒に歌いましょう。 

❁高校総合音楽祭 

❁高校生音楽コンクール 

❁ヴォーカルアンサンブルコンテスト等 

      

ワープロ部は，全国大会優勝を目

標に日々練習に取り組んでいま

す。全員初心者からのスタートで，

全国トップレベルの選手を目指せ

る，とてもにぎやかな部活動です。 

高校生になって新しいことに挑戦

したい人は，ぜひ来てください！ 

❁全国パソコン技能競技大会 

(速度・技能ともに準優勝) 

❁冬季新人ワープロ競技大会 

 （団体準優勝 個人4位・10位） 等 

毎日元気と笑顔で夏の暑さ，冬の

寒さも吹き飛ばして頑張っていま

す！技術も人間性も高めていくこと

が出来ます。自分を強くし，信じ 

合える仲間に出会える部活で 

す！一緒に県・九州・全国 

制覇目指していきませんか？ 

私たちは，「走るバスケット」で県

大会優勝はもちろん，九州大会・

全国大会で勝てるチームになれ

るよう日々の練習に励んでいま

す。また，部活動を通してプレー

だけでなく ，人間性も学び，大き

く成長することができます。 

❁全国高校総体３１回出場 

❁全国高校バスケットボール 

選手権大会２６回出場 等 

自分の身近なことに着目して，学校や

地域を盛り上げて行こう！というモット

ーで楽しく活動しています。イベント

企画に興味がある！こんなアイデアを

実行したい！など好奇心旺盛な人に

おすすめです。進路決定の際にも，自

信をもって自己PRすることができま

す。 

毎週木曜日に外部講師の先生

のご指導のもと，花の甲子園や

花展に向けて部員全員で協力

し合いながら，練習を頑張って

います。一緒に楽しくお花を生

けてみませんか。 

週に２日の活動です。普段

は校内や校外に写真を撮り

にいきます。また，体育祭や

文化祭などの学校行事の

写真撮影を行います。 

❁県高校写真展(全国大会) 

❁県美展 

❁他フォトコンテスト出品 等 

放送部の主な活動内容は，学

校行事，校内放送，外部のイベ

ントのアナウンス等です。6月 

と11月にはアナウンス部門と

朗読部門の大会があります。

校内放送や学校行事のアナウ

ンスを一緒にしませんか？ 

初心者も大歓迎です。 

❁学校行事のアナウンス 

❁校内放送 等 

私たち簿記部は，３年生10名，２年生

8 名で活動しています。先輩たちに続

いて全国大会上位入賞，日商簿記検

定の1級合格を目指しながら「企業の

成長を支え，社会に貢献できる人材」

になれるよう日々努力しています。私

たちと一緒に頑張ってみませんか？ 

❁県簿記コンクール優勝(２連覇) 

❁全国簿記コンクール９位(R１) 

❁全国IT簿記選手権九州沖縄大会２位(R１) 

❁全国簿記・電卓選手権九州予選会優勝(R１) 等 

外部講師の先生から丁寧な

ご指導をしていただき，和気

あいあいとした雰囲気で楽

しく活動しています。同じ草

花を使っても，人によって異

なった作品になり，自分を表

現できる楽しい部活です。 

私たち書道部は，13 名で活動

しています。たくさんの書道展

への作品作りや揮毫大会に向

けて日々練習に励んでいます。

文化祭や体育祭では，パフォー

マンスも披露しています。興味

がある方，文字を書くことが好

きな方は，ぜひ入部してくださ

い。 

新聞部では，学校新聞

の半年に 1回の発行を

目指しています。企画・

取材などを全て自分た

ちで行います。少しでも

興味がある方は，ぜひ

入部してください。 

❁学校新聞を年2回発行 等 

茶道表千家部は，旧島津氏玉里邸庭園

の茶室と本校校舎内にある茶室を裏

千家部と1年交代で使い活動していま

す。表千家茶道のお点前や作法を身に

つけることはもちろん，一服のお茶を

通して相手を思いやる気持ち，もてな

しの心を育てることを目標に週 1回の

お稽古に励んでいます。 

和洋裁部では，自分で 

デザインした洋服や 

小物(バック，アクセ 

サリー等)を製作し 

ています。また文化 

祭では，ファッション 

ショーを行います。 

兼部も可能です。 

❁情報処理競技大会団体の部2位 

❁基本情報技術者試験取得可能 等 

❁健康の森公園 

ぼたん･しゃくやく園での野点 

❁表千家高校茶道部合同茶会 

❁高校茶道研修会 

❁高校茶道発表会 等 

❁2019花の甲子園 

九州沖縄地区南大会出場 

❁校内展示･文化祭での 

作品展示 等 

❁統計グラフコンクール 

❁鹿児島女子高等学校PR動画 

❁栄門町紙芝居復元   等 

 

 

❁県総体2連覇(H27，28) 

❁全国選抜ベスト16(H29大阪) 

❁県新人三冠（R1.11） 

❁県春季三冠（R2.２） 

❁県春季個人優勝(R3.2)等 

❁市長杯個人優勝 

❁県新人個人優勝 

❁九州新人個人・団体 等 

❁全九州高等学校水泳競技大会 

❁全九州高等学校選手権  等 

 

❁第51回県高校書道展 

(準大賞他) 

❁第73回県書道展 

(南日本書道会賞他)等 

 
❁洋服，小物の製作 

❁文化祭ファッションショー 等 

❁文化祭作品展示 

❁県高校美術展(入賞，入選) 

❁芸術作品展   

❁全国クリエイティブコンテスト 等 

私たち新体操部は，一人ひと

りが目標をもって精神面も強

くなれるように日々の練習に

取り組んでいます。人数は少

ないですが，仲が良く楽しく

活動することができます。ぜ

ひ，一緒に新体操をしてみま

せんか。 

❁県高校総体 

❁鹿児島県新人新体操大会 等 

 
❁学校行事での演奏 

❁第44回高等学校総合文化祭(高知大会) 

（WEB SOUBUN 出演） 

❁東京藝術大学連携事業(ワークショップ) 

❁サンエールフェスタ2021(オープニング出演）等 

❁生け花とフラワーアレンジメントを 

交互に行っています。  

❁校内展示❁文化祭花展での作品展示 等 
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4 April 6 June 9 September 5 MAY 7 July 8 August 
●始業式 

●入学式・対面式 

●課題考査 

●  

●三者面談 

●美化コンクール 

●中間考査 

●生徒総会 

●家庭クラブ総会 

●避難訓練 

●全校応援 

●全校応援 

●音楽コンクール 

●期末考査 

●オープンスクール 

 

●  

●クラスマッチ 

●終業式 

●奉仕活動 

●  

●出校日 

●オープンスクール 

●校内選考会 

 

●始業式 

●就職・進学説明会 

●体育祭 

●課題考査 

●生徒会役員改選 

 
10月 文化祭 

 
4月 入学式 

 
7月 職場体験学習 

 
6月 音楽コンクール 

 
6月 クラスマッチ 

 
表彰伝達式 

 
家庭クラブ奉仕作業 

１年間の学校行事 

 
5-６月 全校応援 

 
９月 体育祭 

《
部
活
動
生
の
活
躍
》 
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10 October 11 November 12 December 1 January 2 February 3 March 
●修学旅行 

●クラスマッチ 

●終業式 

●奉仕活動 

●  

●持久走大会 

●美化コンクール 

●期末考査 

 

●中間考査 

●文化祭 

●芸術鑑賞会 

●オープンスクール 

 

●始業式 

●課題考査 

●かるた大会 

●

●卒業考査 

●被服作品発表会 

●進路体験発表会 

●芸術作品展 

●学年末考査 

 

●卒業式 

●職業ガイダンス 

●終業式 

 

 
3月 卒業式 

 
11月 持久走大会 

 
1２月 修学旅行 

 
1月 かるた大会 

私たち鹿児島女子高校生徒会は 1７名で毎日活動していま

す。主な活動内容は，学校行事や，黙想・無言作業の運営等で

す。生徒会役員の証である白梅のバッジを胸につけ，楽しく活

動をしています。 

生徒会活動 

 

 
生活科学科(被服作品発表会) 
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School Map 

 

🚌学校への公共交通機関🚌 

女子高校前 市営バス；８，8-2，11，32番 

下車 

徒歩1分 

玉里福祉館前 
市営バス；10，11，32番 

鹿児島交通；10番 

玉里公民館前 市営バス；４，８，８－２，51番 
下車 

徒歩３分 

 

(Google map) 

国指定文化財(名勝) 

 旧島津氏玉里邸庭園は，

1835 年に薩摩藩士，島津

斉興が別邸として構えた大

名庭園です。現在，下御庭の

茶室では，本校茶道部が週

1 回部活動で稽古を行って

います。 

 

鹿児島女子高等学校 

〒890-0012 鹿児島市玉里町27番地1号 

TEL(099)223-8341   FAX(099)222-9135 

HP  ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ．keinet.com/jyoshik/ 

「白梅寮」について 

 

 

 

 

 

オープンスクール等について 

★オープンスクール，夜間学校説明会の御案内 

  ➡随時本校ホームページに掲載 

 

★鹿女子生の学習の様子や活躍 

➡随時ブログ更新中。ぜひご覧ください。 

 

 ※主に生活科学科に係る施設   ※主に商業科・情報会計科に係る施設 

女子高の施設設備 


