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　本校は、大正12年に財団法人高鍋中学校として開校しました。これまでの
卒業生は３万３千人を上回り、各界において、地元はもとより国内外でめざましい

活躍をされています。2022年には創立100周年を迎える県内有数の伝統校です。
 正門西側には明倫道記が記された石碑に、「国づくりの基本は人材育成である」

ということが記されています。高鍋高校はその明倫堂の精神を受け継ぐ学校です。つ
まり、人としての成長に欠かせない、挫折や失敗を大切にし、それらを受け入れ、学
び、改善を積み重ね、最後まで諦めずに、やり抜いていくような「誇り高き、高鍋プライド」

を持つ人材を育てるのが高鍋高校です。
 そして、もう一つ本校が追い求める理念があります。それは、本校は「遊園地」であ

るよりも「原っぱ」を目指す学校なのです。「遊園地」は利用者にとっては、いたれりつく
せりで、楽しみや感動はあらかじめ予想でき、想定内のこと以上のことは起こりません。逆に

「原っぱ」に集う皆さんが、知恵を出し合い、自分たちで遊びやルールを決め、何かを創造
していくことで、新たな考え、予期せぬ感動や楽しみ、突き抜けた喜びに無限に出会うこと
ができます。

 中学生の皆さん、毎日がワクワクするような「原っぱ」みたいなこの学校で新たな伝統を
築いていきましょう！

目指す生徒像
自ら考える態度と

学び方を身につけ、

目標に挑戦し続ける生徒

強い意志と

実践力を身につけ、

社会のために

貢献しようとする生徒

豊かな感性を身につけ、

文化の創造・発展に

寄与しようとする生徒

「誇り高き、高鍋プライド」
～遊園地ではなく、原っぱを目指して～

校　長　篠田 俊彦
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　本校のもっとも重要な教育場面の一つ。「姿勢
を整え」「呼吸を整え」「心を整え」ることを通し
て、人間としての主体性の確立を図ります。

※キャリア情報クラス、生活文化科の週２日は6限までです。
※普通科の一部と探究科学科の3年生は終了後、夕課外があります。

10分間読書

石碑「明倫」

学友団活動

伸びる机

正姿

　10年ほど前、すぐ質問できる環境を求めた当
時の3年生数名が職員室周辺の机で学習し始め
たのが始まり。放課後は下校時間ぎりぎりまで明
かりが消えることはありません。

　地域の文化や風土を見直し、郷土の一員とし
て誇りを持ち、自分たちにできる身近な地域活
動を年2回行っています。

⃝多様な進路目標をサポートする普通科

⃝質の高い学びと進路を実現する探究科学科

⃝専門性を磨き、資格取得に挑戦する生活文化科

高鍋高校の歴史

明倫堂の精神

　高鍋高校は、1778（安永7）年に秋月藩七代藩主 秋月

種茂公が設立した藩校「明倫堂」の精神を引き継

ぎ、大正12年4月に財団法人高鍋中学校が開校し、今年

で創立99年の歴史と伝統を誇る学校です。

　「国づくりの基本は、人材育成である」とし、

　　　　　「学校は、則ち人材を養成する地である」

　明倫堂の精神はその後、伝統的教育理念として受け継がれ

　　「真善美」（校歌より）

　　「身心學道」「師弟同行」（道元の『正法眼蔵』より）

　　「文武両道」（先輩の実践の歴史より）

　　「集中・機敏・奉仕」（生徒会のスローガン）

と展開し、さらなる活性化と発展に立ち向かっています。

〈高鍋高校の１日〉

50
分
授
業
の
場
合
（
７
限
授
業
時
）

朝課外 7：30 ～ 8：10

始業 8：10

10分間読書 8：15 ～ 8：25

正姿 8：25 ～ 8：28

SHR 8：28 ～ 8：35

１限 8：40 ～ 9：30

２限 9：40 ～ 10：30

３限 10：40 ～ 11：30

４限 11：40 ～ 12：30

昼休み 12：30 ～ 13：15

清掃 13：15 ～ 13：30

５限 13：35 ～ 14：25

６限 14：35 ～ 15：25

７限 15：35 ～ 16：25

SHR 16：30 ～ 16：40
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多
様
な
進
路
実
現
へ
！

3年間の流れ（クラ
ス編成）

ハイレベルな文武両道が可能
　・ 他の学科と比較して時間の自由度が高く、学力向上と部活動に十分な時間をかけることが可能

進路希望に応じた類型選択ができ効率よく進路実現
　・1 年次から普通クラスとキャリア情報（ＣＩ）クラスを設置

　・2 年次以降、普通クラスは文系か理系、ＣＩクラスは進学系か就職系を選択

学力アップや受験に向けて熱心で細やかな指導
　 ・ 課外授業で基本の定着と応用力の養成をサポートし、ブラッシュアップタイム（BUタイム）で
主体的な学びの確立

　・ 面接や小論文、集団討論など多様化する受験に対してマンツーマンで対応

※ 1 年生の普通クラスとＣＩクラスは、普通科入試合格後に希望をとって編成

個に応じたクラス編成で、多様な進路目標の達成をサポート

普通科 普通クラス・キャリア情報（CI）クラス
【定員200名】

１　年
 固める！

普通クラス

CIクラス

２　年
 伸ばす！

理　系

文　系

進学系

就職系

３　年
 極める！

理　系

文　系

進学系

就職系
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森　洸介（２年）（写真部）（唐瀬原中出身）

　私が思う本校の魅力は、行事などに全校生徒一人一人が全力で取り組む
ところです。鳴海ヶ丘体育の部では、先輩、後輩の仲を越え、とても盛り
上がります。また本校では、学習面でも、国公立大学から私立大学まで、
幅広く対応しているところも、とても魅力的です。クラスの仲間とともに
切磋琢磨し、充実した日々を送っています。私たちと素晴らしい高校生活
を過ごしませんか。

中原　愛美琉（１年）（ホッケー部）（久峰中出身）

　私は、学習と部活動を両立する環境が整っており、個人レベルでも文武
両道が目指せる高鍋高校普通科を志望しました。学習面では先生方が熱心
に教えてくださることに加えて、インターネットを使った授業があるなど
工夫がされています。部活動ではホッケー部に所属しております。先輩方
から優しく指導してもらうなど、とても恵まれた環境で、日々技術向上に
向けて頑張っています。勉強と部活動の両立は大変ですが、すごく楽しい
です！ぜひ、高鍋高校で私たちと一緒に充実した高校生活を送りましょう。

深田　聖　鹿屋体育大学  体育学部  武道学科（剣道部）（都農中出身）
　私は高鍋高校で、様々な経験をし、成長することができました。先生方
は、生徒想いで、親身になってご指導してくださいます。そして、勉強と
部活動にとことん打ち込める、恵まれた環境です。部活動では仲間と共に
目標に向かってお互いを高め合うことができ、学校生活では、毎日楽しく
友達と遊んだりして、充実した学校生活を送ってきました。苦手だった小
論文では、先生から優しく教えていただき、また保護者、仲間の支えがあっ
たので志望大学に合格することができたと思います。たくさんの方々に感
謝したいです。私は高鍋高校に来れて良かったと思っています。

井上　健吾　（情報科 教諭）（妻中出身）
　高鍋高校は１００周年を迎える高校です。そんな歴史のある高校ですが
生徒の皆さんも先生方も新たな事に果敢に挑戦し続ける素晴らしい学校で
す。高校時代は、夢実現のために精進する仲間、教育熱心な先生方に支え
られながら過ごせた３年間に感謝しています。そして、私は今、母校の教
壇に立っています。夢にも思っていなかったことですが、恩返しできるよ
うこれからも成長していきます。中学生の皆さんも私たちと一緒に歴史と
伝統のある高鍋高校で新時代を築きませんか。

在校生の声

卒業生の声

各類型の特徴

普通クラス
１．国公立大学合格を親身にサポート
２．私立大学等にも幅広く対応
３．各学年に習熟度上位クラスを設置
４．切磋琢磨し合える学習環境

キャリア情報（ＣＩ）クラス
１．�情報系科目を学習し、パソコン等を
利用して情報活用力を育成

２．�進路に応じてビジネス・スポーツ・
芸術の専門科目を選択可能

３．�体験重視のキャリア教育を通して、
広い視野と柔軟な対応力を育成

４．�大学、専門学校、就職等の幅広い進路
に対応

５．公務員講座を 2年生からスタート
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教科探究Ⅰ・Ⅱ

ロジカル
コミュニケーションⅠ〜Ⅲ

学科行事

ハイレベルな
研究型学習

・挑戦する人
・振り返りができる人

・コミュニケーションができる人

・バランスのとれた人

・自分で考える人
・知識のある人

批
判
的  

協
力
的  

創
造
的  

思
考
力
の
育
成

学
校
設
定
科
目

将
来
に
わ
た
っ
て
挑
戦
し
続
け
る
人
間

新
し
い
価
値
を
創
造
す
る
人
間

探究心の
醸成

「探究心の育成」で質の高い学びを実現

探究科学科【定員40名】

クラス編成

目覚める1年！ 拓く2年！

+

届く3年！
基礎学力養成

【３ヶ年の共通目標】

に分かれての学習活動 第1志望の大学合格！

グローバル
コース

グローバル
コース

サイエンス
コース

サイエンス
コース

「探究Ⅰ」＝基礎的な探究活動

探究Ⅱ」＝個人での課題探究

　十分な演習を繰り返して応用力をつ
けます。

（総合的な学習の時間を含めて週 2 時間）

　文理問わず様 な々体験や講演・研
修を通した、「探究」活動の第一歩
です。

　難関大学合格！に向けて、豊富な
演習と手厚い個人指導で臨みます。

●探究活動講演会
●フィールドワーク演習Ⅰ・Ⅱ
●サイエンスツアー
　（大学における最先端の研究体験）
● Summer Camp
　（難関大学合格目指して学習合宿）
● English Winter Camp
　（英語合宿）

●探究Ⅱでの個人研究
　研究テーマ（例）
　・ ユキノシタのアントシアニンの合成に

関する外的要因
　・ 高鍋町におけるいきいき百歳体操の

向上に向けて
　・被災地でケータイを充電せよ！
　・いまどき…凧⁉世界を救う凧
　・ ペットボトルを楽しく分別～楽しく分別

できる装置を作る～
　・ 中間反抗期の子どもにお手伝いをさせたい！

●一人ひとりの進路目標など夢実現
　・希望制講座（少人数）
　・個別添削指導（難関・二次型）
　・小論文面接指導
●ハイレベルな探究型学習
　・宮崎大学との連携
　・日常的な学び合い活動
　・難関大学受験指導

○平成30年度卒業進路実績
　�九州大学・広島大学・九州工業大学・
熊本大学・国立看護大学校�等

○令和元年度卒業生進路実績
　�九州大学・広島大学・奈良女子大学・
横浜国立大学・防衛大学校�等

○令和２年度卒業生進路実績
　�大阪大学・広島大学・福岡教育大学・
熊本大学・防衛大学校�等

今、最も求められる「探究する力」。
Answer（答え）ではなく、Response（応答）する力をつける、それが探究活動。
探究心を身につけるための、魅力的な行事・企画。
ハイレベルな夢や進路を実現する意欲に満ちた仲間と熱意あふれる先生たち。
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FW演習（小丸川） FW演習（街づくり） 京都大学出前講座

EnglishWinterCamp SummerCamp

ICT遠隔授業
（東京学芸大学附属国際中等教育学校との遠隔授業） 宮崎大学連携授業 ３校合同学習会

　私は大学進学と部活動両方に力を入れること
ができ、学科独自の学習や活動が充実している
という魅力に惹かれて、探究科学科を志望しま
した。
　探究科学科では、日々 の教科の学習に加えて、
フィールドワーク、サマーキャンプ、ウインターキャ
ンプなど、年間を通して様 な々活動を体験するこ
とができます。失敗を恐れず積極的に挑戦する
ことで、知識を豊かにし、物事を論理的に考え
表現する力、多面的な視点から考える力を身に
つけ、自分の可能性を広げていきたいです。

岩﨑龍太郎（１年）
（野球部）（高鍋東中出身）

　昨年は新型コロナウィルスの影響で、様 な々活動が中止
になりました。しかし、オンライン授業を中心に、普段とは違う
経験ができました。例えば、毎年English�Campで２泊３日
滞在する九産大の先生方とはzoomを使って繋がりました。
大学の先生による英語やコミュニケーションの授業、そして
最終日には、夏のフィールドワーク（街づくり学習）のまとめを
英語でプレゼンテーションしました。すべて英語での活動だっ
たので緊張しましたが、とても充実していました。いよいよ２
年生では本格的な課題研究が始まります。１年生の頃の活
動を振り返りながら、より有意義な活動にしていきたいと思い
ます。そして、進路実現にむけて真摯に努力をしていきます。

　探究科学科には、ロジカルコミュニケーション
という独自の科目があります。この科目ではディ
ベートやICTを利用した遠隔授業などが行われ
ます。私はそのような活動を通して、英語、日
本語に関わらず、人前で発言することに自信が
つきました。また、他校の生徒や学校外の方々
との交流の機会が多いことも探究科学科の魅
力の一つです。三年生になった今年度は、こ
れまでに探究科学科で学んできた「伝える力」
で自分の進路を実現させたいです。

在校生の声

林　壱之助（２年）
（野球部）（木城中出身）

尾﨑　優香（３年）
（吹奏楽部）（高鍋西中出身）

高鍋高校ありがとう
　私はこの高鍋高校でかけがえのない友人や先生方に出会い、自
分自身を成長させることができました。鍋高の伝統ある行事で友人
たちとの絆を築き、部活動で精神を鍛え、校外活動を通して人間力
を磨くことができました。鍋高の先生方には本当にお世話になりまし
た。受験を目前に控え、毎日のように調子はどうかと気にかけてくださっ
た担任の先生、現実をそのまま話してやる気を引き出してくださった
教科担任の先生、悩みを聞いてくださり、めちゃくちゃな状態から継
続して過去問の添削指導をしてくださった先生、ここでは語り尽くせ
ません。他の高校にはない温かい雰囲気と、のびのびと成長できる
ところが高鍋高校の魅力だと思います。鍋高での経験があったから
こそ大学でも頑張ることができています。コロナに負けず、失敗や逆
境を恐れずに努力してください！高鍋高校で新時代を築きませんか。

課題研究を終えて
　課題研究では、災害時の食
事について研究をしました。担
当の先生や専門の業者の方に
アドバイスを頂きながら実験を行
います。最初は失敗の繰り返し
でしたが、自分の研究が一人で
も多くの方の助けになればという
思いで研究を進めていきました。
また、本校を代表して出場した
県の課題研究発表会では、自
分の研究をたくさんの人に発信すると同時に、他校の生徒の
発表を聞いたことで、多角的な物の見方や考え方を身につけ
ることができました。

卒業生の声

高見　大地
大阪大学外国語学部　
（硬式テニス部）
（高鍋西中出身）

長友　美穂（３年）
（剣道部）（高鍋東中出身）

探し物は
　にある

高鍋高校探究科学科
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クラス編成

伝統・新生・深化　～ここでしかできない学びを～

生活文化科
家庭科の専門科目を深く学習
　基礎から丁寧に学び、確実に力をつける
　フード・ファッション・保育・情報処理・マナーを中心に学習
　多種多様な検定への挑戦

実習・体験を通して確実にスキルアップ
　職場体験の実施
　プロによる実践的な授業

個々の進路選択に対応
　カリキュラムの充実（受験で必要な基礎的な学力をつける）
　就職・進学に対応したきめ細やかな進路指導

【定員40名】

経験豊富で
熱心な先生方による
手厚い指導！

・ビジネスマナー講師　・音楽療法士　・日本茶インストラクター　・一級フラワー装飾技師
・美容専門学校講師　・管理栄養士　・芸能プロダクション講師　・地域女性部　・JA女性部

・食物調理技術検定　・被服製作技術検定　・日本語ワープロ検定　・情報処理技能検定
・文書デザイン検定　・プレゼンテーション作成検定　・秘書検定　・サービス接遇検定
・食生活アドバイザー　・色彩検定　など

資
取
格
得

進路決定率
100%

鳴海ヶ丘祭 ファッションショー

1年

基礎から 確実な力 高度な技術

普通教科

２年 3年
「基礎学力定着と探究」 「夢実現への集大成」「自己を磨き適性を見いだす」
・普通教科（国語・数学・英語など）

・家庭総合

・普通教科（国語・数学・英語など） ・普通教科（国語・数学・英語など）

・生活産業情報
・生活産業基礎
・ファッション造形基礎

・ファッション造形基礎
・フードデザイン　・生活産業情報
・保育基礎　・フラワーデザイン
・生活文化

・生活産業情報　・課題研究
・消費生活　　　・生活文化
・ファッション造形
・フードデザイン
・保育実践

選択

専門教科

※Ｒ4年度より専門科目の学びがさらに充実！！
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フードデザイン ファッション造形 ボランティア活動

生活産業情報 サービス接遇マナー 食物調理一級作品

お魚料理講習会 お茶の魅力講習会 ゆかた製作

テーブルマナー 地産地消料理講習会 保育実習

河野　もか　（２年）（高鍋西中出身）
　私は、生活文化科に入学して、今までたくさんの検定を受けてきました。その中
でも特に練習を頑張ったのは、ワープロ検定です。キーボードを見ずに素早く打つ
には、繰り返しの地道な努力が必要でしたが、先生方のご指導や応援のおかげ
で無事合格することができました。このように、生活文化科の学びは、食物や被服、
保育関係などでも日々 の努力が大切になってきます。そして、この学科で３年間学
んだことは、将来の強みに必ずなると思っています。残り２年間、私は、新しい学
びにワクワクしています。ここでしかできない学びがあります。皆さん、高鍋高校生
活文化科で待ってます。

プレゼンテーション作成１級・ワープロ１級
表計算１級・文書デザイン 1級・スピード 1級
（五種目２名、四種目 11 名、三種目 13 名）

黒木　雫月（２年）（都農中出身）
　私は、将来、家庭科の教員になりたいと思い、日々 努力しています。本校の先
生方は、分からないことがあったら、分かりやすく、丁寧に指導してくださり、私の
憧れの存在です。生活文化科は、家庭科専門の学科で、食物、被服、保育は、
全員しっかりと基礎を学ぶことができます。その上で、社会に出て必要となる様々
な情報処理のスキルや接遇マナーなど、多くの知識や技術を身につけることができ、
さらに多くの検定にも挑戦することができます。「検定に絶対合格したい！」という気
持ちがあれば、大変なことも乗り越えられると思います。皆さんもぜひ、高鍋高校
生活文化科で一緒に学びませんか。

在校生の声

平木　彩夏　マナビヤ宮崎アカデミー　調理師専攻科　進学（写真部）（木城中出身）
　私が生活文化科で学んで思ったことは、「挑戦する大切さ」です。生活文化
科では、専門分野に加え情報処理など多種多様な検定を取得することができます。
レベルの高い検定に挑戦する度にどんどん自分の実力が上がっていくのを実感す
ることができ、卒業する時には間違いなく自分の強みになっています。また、私は
県の家庭クラブ研究発表大会で学校を代表して発表をさせていただきました。生
活文化科の中で全員ができることではないことだったのでとても貴重な経験でした。
色 な々経験をすることができる生活文化科で学んだことは一生いかせると思います
ので、皆さんもぜひ生活文化科で学んでみませんか？

西府　真彩　高鍋信用金庫　就職（ソフトテニス部）（国光原中出身）
　私は生活文化科でたくさんの経験をしました。「家庭科が好きだから入ってみよ
う」と入学した私ですが、あの時、高鍋高校を、そして、生活文化科を選んで良かっ
たな。と心から思います。被服、食物、保育の専門分野の他にも、情報処理や
ビジネスマナーなど、社会へ出てすぐに役立つ知識が得られます。実際、私は
就職して、生活文化科で学んだビジネスマナーがとても役立っています。中学生
の皆さん、生活文化科では多くの貴重な経験ができます。実習、授業、資格取
得など様々な経験を通して、将来叶えたい夢への第一歩を踏み出しませんか？自
信がないあなたも、３年間で多くの知識や技術が身につき、必ず自信がつきます。
ぜひ、皆さんの高校生活をこのキラキラとした生活文化科ですごしてみてください。

卒業生の声

野村真美さん 岡本こはるさん

三種目１級以上合格者25名 五種目１級以上合格者２名

日本情報処理検定　五種目１級以上 合格者２名令和
2年度
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ラグビー部
● 令和２年度宮崎県高等学校体育連盟 1年生大会　優勝
● 第100回全国高等学校ラグビーフットボール（花園）大会　宮崎県予選　優勝
● 第43回全九州高等学校新人ラグビーフットボール大会　

剣道部
● 宮崎県中高剣道大会兼R2大会 　高校女子団体　準優勝、　女子個人　2位
● 令和２年度宮崎県高等学校体育連盟1年生大会　女子団体　準優勝、　女子個人　3位　　
● 令和２年度宮崎県高等学校体育連盟新人総合体育大会 　女子個人　ベスト８

全国大会出場
全国選抜大会出場

九州大会出場権獲得

ホッケー部
● 令和２年度宮崎県高等学校R2大会　優勝　
● 令和２年度宮崎県高等学校体育連盟1年生大会　優勝
● 令和2年度全九州高等学校選抜大会

ボート部
● 宮崎県高等学校体育連盟R2大会
　男子ダブルスカル 優勝　
● 令和２年度宮崎県高等学校体育連盟1年生大会
　男子・女子シングルスカル　優勝

● 令和２年度宮崎県高等学校新人総合体育大会
　男子・女子ダブルスカル ２位　
　男子シングルスカル 優勝　

全国大会６位 九州大会出場
九州大会５位

九州大会出場

部活動紹介＆令和２年度実績

運動部
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空手道部 野球部 女子バスケットボール部 男子バスケットボール部

サッカー部 女子ソフトテニス部 男子ソフトテニス部

水泳部
● 宮崎県高等学校体育連盟R2大会　  女子100m平泳ぎ　3位　
● 令和２年度宮崎県高等学校新人総合体育大会　女子100m平泳ぎ　3位　

女子ハンドボール部 男子ハンドボール部 バドミントン部 陸上部

弓道部 テニス部 女子バレーボール部 男子バレーボール部
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書道部

放送部

文芸部

ESS部

美術部

JRC部

茶道部

吹奏楽部

音楽部

サイエンス部
写真部

● 第42回宮崎県高等学校総合文化祭　優秀賞２点　
● 第35回成田山全国競書大会　推薦１点　特選３点
● 第38回宮崎県高等学校席上揮毫大会　３席　優秀賞６点　
● 第1回みやざき総合美術展　入選２点

九州大会出場

全国大会出場

● 第42回宮崎県高等学校総合文化祭　銀賞3点　銅賞1点　
● 宮崎県高等学校文化連盟　ひむかフォトコンテスト
　最優秀賞2点　特選２点　入選２点
● 令和2年度宮崎県高等学校文化連盟第3回写真撮影競技会　
　団体の部　3位　　個人の部　特選１点　入選１点
● NOSAI宮崎　写真コンテスト　優秀賞１点

● 第42回宮崎県高等学校総合文化祭　自然科学部門（生物）　第２位　
● パソコン甲子園2020予選
　プログラミング部門　優秀賞　1点
● 第20回日本情報オリンピック予選　敢闘賞1点

● 第４２回宮崎県高等学校総合文化祭　一般演奏の部　優良賞

● 第４２回宮崎県高等学校総合文化祭　特選1点　準特選1点

部活動紹介＆令和２年度実績

文化部
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4 5 6
April May June

August September October November

December January February March

○入学式・対面式
○歓迎遠足

○中間テスト
○高校総体

○生徒総会
○期末テスト
○出前講座（２年）

○インターンシップ
　（２年普通科ＣＩコース・生活文化科）
○スポーツ大会
○学友団活動　

○オープンスクール
○探究科学科
　サマーキャンプ（１年）　
○平和の鐘点鐘式

　受験を控えた３年生を応援するために、
１、２年生からのメッセージを書いた絵馬
を、生徒会が作成した鳥居に飾り、３年生
の合格を祈願しました。

　生徒会で作成したコロナウイルス対策の
ための消毒液スタンドです。足で踏めば液
が出てくる仕組みになっています。

　月に１度、生徒会新聞をつくり、掲示して
います。毎月の生徒会の活動や先生へのイ
ンタビューを掲載しています。

　在校生から卒業生に送ったブーケです。
町のお花屋さんの作り方の動画を作成し、
各教室で作り方の動画を見ながら、心を込
めて作りました。

○鳴海ヶ丘祭（文化の部・体育の部）
○高校総合文化祭
○進路ガイダンス（1年）

○中間テスト
○学校間交流
○芸術鑑賞

○期末テスト
○長距離走大会

8 9 10 11

○修学旅行
○探究科学科
　イングリッシュキャンプ（１年）
○課題研究発表会（探究科学科）　

○共通テスト
○課題研究発表会
　（生活文化科）

○学年末テスト
○３校合同学習会
　（探究科学科）

○卒業式
○スポーツ大会
○学友団活動
○百人一首大会（１・２年）

12 1 2 3

生徒会では昨年度このような活動を行いました！

年間行事
7
July

生
徒
会
活
動

TAKANABE HIGH SCHOOL 13



平成28年度～令和２年度　進学・就職先
生活文化科探究科学科

国公立大学・準大 58名　私立大学 97名　短期大学 19名
専修学校 79名　就職 21名（就職率11年連続100％）

■主な進学先 ■主な進学先

令和２年度
合格実績

■主な進学先

●北海道大学（工）
●茨城大学（理）
●宇都宮大学（地域デザイン科学）
●群馬大学（社会情報）
●千葉大学（教育）
●東京学芸大学（教育）
●お茶の水女子大学（文教育）
●山梨大学（工）
●大阪大学（外国語）
●滋賀大学（経済）
●奈良女子大学（生活環境）
●岡山大学（文）
●広島大学（医、歯、文、理、経済）
●山口大学（文、経済、理）
●徳島大学（医）
●愛媛大学（法文、社会共創）
●高知大学（人文社会科、農林海洋）
●福岡教育大学（教育）
●九州大学（文、理、工）
●九州工業大学（工、情報工）
●佐賀大学（理工）
●長崎大学（環境科学、工、水産）
●熊本大学（教育、理、文）
●大分大学（経済、理工） 

● 宮崎大学（医看護、教育、工、農、
地域資源創成）

●鹿児島大学（教育、法文、理、医、工）
●鹿屋体育大学（体育）
●琉球大学（工）
●公立千歳科学大学（理工）
●京都府立大学（生命環境）
●大阪市立大学（生活科）
●神戸市看護大学（看護）
●尾道市立大学（経済情報）
●山口県立大学（国際文化）
●高知工科大学（環境理工）
●北九州市立大学（文、経済）
●福岡女子大学（国際文理）
●長崎県立大学（地域創造）
●大分県立看護科学大学（看護）
●宮崎公立大学（人文）
●宮崎県立看護大学（看護）
●名桜大学（国際学群）
●防衛医科大学校（医看護）
●防衛大学校（理工）
●国立看護大学校（看護）
●水産大学校（海洋生産）

【国公立大学】

●早稲田大学（スポーツ科） 
●東京理科大学（理）
●立教大学（経営）
●東海大学（海洋）
● 立命館大学（スポーツ健康、
　政策科学、生命科学）
●法政大学（社会）
●関西大学（経済）
●帝京大学（福岡医療）
●同志社大学（スポーツ）

●京都女子大学（家政）
●近畿大学（理、産業理工）
●福岡大学（医、人文、薬、経済、工）
● 西南学院大学（経済、国際文化、

人間科、人文）
●国際医療福祉大学（福岡看護）
●崇城大学（生物生命、薬、情報） 
●九州女子大学（家政）
●九州保健福祉大学（薬、生命医科）

など

【私立大学】

●北見工業大学（工）
●岩手大学（人間社会科学）
●筑波大学（体育）
●筑波技術大学（産業技術）
●山梨大学（工）
●徳島大学（医放射線）
●愛媛大学（法文）
●高知大学（人文社会、理工）
●福岡教育大学（教育）
●長崎大学（教育）
●熊本大学（文、教育）
●大分大学（経済、理工、福祉保健科）
● 宮崎大学（医看護、教育、工、農、

地域資源創成）
●鹿児島大学（法文、理、工）
●鹿屋体育大学（体育）
●琉球大学（理、観光科、工）
●横浜市立大学（国際教養） 
●都留文化大学（文）
●公立諏訪東京理科大学（工） 

●長野大学（環境ツーリズム）
●滋賀県立大学（人間文化） 
●福知山公立大学（地域経営）
●公立鳥取環境大学（環境） 
●島根県立大学（総合政策）
●尾道市立大学（経済情報） 
●下関市立大学（経済）
●山口県立大学（社会福祉） 
●山口東京理科大学（工）
●高知県立大学（社会福祉） 
●高知工科大学（経済マネジメント）
● 北九州市立大学（文、外国語、　

経済、国際環境工）
●長崎県立大学（経営、地域創造）
●熊本県立大学（文、総合管理） 
●宮崎公立大学（人文）
●宮崎県立看護大学（看護） 
●名桜大学（国際学群）
●防衛大学校（理工） 　

【国公立大学】
●宮崎大学（教育）
●山梨学院大学（スポーツ科学）
●東海学院大学（人間関係）
●聖泉大学（人間）
●九州女子大学（家政） 
● 中村学園大学（栄養科学科、フードマネジメント学科）
●九州保健福祉大学（社会福祉）　　　　　　　　　　など

【大学】

●福岡純真短期大学（表現学科）
● 福岡こども短期大学（こども教育学科）
● 香蘭女子短期大学（ファッション総合学科）
● 別府大学短期大学部（初等教育科）
●宮崎学園短期大学（保育科）
●南九州短期大学（国際教養学科）　　　　　　　　　など

【短期大学】

●青山学院大学（国際政治経済）
●中央大学（経済、文）
●明治大学（農）
●国士舘大学（体育）
●帝京大学（経済、医療技術）
●仙台大学（体育）
●東海大学（情報理工、体育、理）
● 日本体育大学（体育、スポーツ、

保健医療）
●中京大学（スポーツ科学）
●駒沢大学（文）
● 法政大学（人間環境、デザイン工）
● 岡山理科大学（教育、生物地球、

総合情報）

●関西大学（経済、システム理工） 
● 九州産業大学（経営、経済、商、　

芸術等）
● 西南学院大学（経済、人間科学、

法、文）
● 福岡大学（経済、商、スポーツ、

法、理、人文）
●宮崎国際大学（教育、国際教養）
● 九州保健福祉大学（薬、社会福祉、

保健科学、臨床心理）
●宮崎産業経営大学（経営、法）
● 南九州大学（管理栄養、
　環境園芸、人間発達）

など

【私立大学】

● フィオーレKOGA看護専門学校（看護学科）
● 九州保健福祉大学総合医療専門学校（看護学科）
● 宮崎医療福祉専門学校（看護科、理学療法士養成学科）
● 宮崎歯科技術専門学校（歯科衛生士科）
● 宮崎情報ビジネス医療専門学校（情報システム科他）
● マナビヤ宮崎アカデミー（パティシエ科、調理科）
● 宮崎ブライダル＆医療専門学校（ブライダルビジネス科、医療ビジネス科他）
● 宮崎マルチメディア専門学校（CGデザイン科、Webクリエイター科）
● 文化服装学院（ファッション流通科）
● 東京服飾専門学校（アパレル技能科テクニカルコース）
● 大阪文化服装学院（ファッションビジネス学科）
● ハリウッドワールド美容専門学校（ブライダル科ほか）
● 香蘭ファッションデザイン専門学校（ファッションデザイン学科）
● 福岡こども専門学校（こども総合学科）
● 辻調理師専門学校（調理技術マネジメント科）
●平岡栄養士専門学校（栄養士科）

【専門学校】

●ＡＪＳ株式会社
●九州電力
●児湯食鳥
●高鍋信用金庫
●宮崎観光ホテル

●宮崎キヤノン
●宮崎県警
●日南市消防
●都城市消防
●新富町役場

●東京消防庁
●自衛隊

など

■主な就職先
●押川春月堂
●上別府コミュニティファーマシー
●ゴローズ・プロダクツ
●セントラル観光
●高鍋信用金庫
●日本郵便株式会社
●農業協同組合（児湯・尾鈴）

●宮崎キヤノン
●宮崎観光ホテル
●宮崎山形屋
●米良電気産業
●自衛隊

など

■主な就職先

普通科
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【JR九州】
宮崎駅↔高鍋駅/約40分
佐土原駅↔高鍋駅/約15分
都農駅↔高鍋駅/約15分

【宮崎交通バス】
●都農方面→高鍋高校（高鍋高校前下車）
　路線「高鍋〜川南〜都農・日向線」
●西都方面→高鍋高校（高鍋高校前下車）
　路線「高鍋線03」
●新富・宮崎方面→高鍋高校（菖蒲池下車 徒歩3分）
　路線「105高鍋線」
　路線「106木城温泉線」　

　路線「107高鍋温泉線」

高鍋高等学校へのアクセス

【高鍋駅より】
徒歩20分

宮崎県立高鍋高等学校
〒884−0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋4262
TEL.0983−23−0005　FAX.0983−23−5096
http://takanabe-hs.ed.jp

検 索

学費の御案内、入学者選抜検査についてはホームページをご覧ください。

高鍋高校

★
高鍋高校前

高鍋警察署
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高鍋駅前
郵便局

高鍋自動車学校
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高鍋西小学校

高鍋西中学校

児湯農協

高鍋東
中学校宮崎銀行

高
鍋
農
業
高
校

高鍋
郵便局高鍋東

小学校 菖蒲池
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宮崎県立高鍋高等学校

高
鍋
駅

FacebookやInstagramでも
高鍋高校の魅力や情報を

随時配信中!!
@takanabehs


