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学科について
１

どのような学科があるのですか。また，どんな特色がありますか。
◇

鶴翔高校には，総合学科，農業科学科，食品技術科の３つの学科があります。
３学年 15 学級（定員 600 人）の規模です。

◇

各学科の特色
○

総合学科：鹿児島県には総合学科を設置している高校が少ないので，わかりに
くいかもしれませんが，下の図のように考えればよいでしょう。

１年生

２年生・３年生

普通教科を勉強します。

アカデミア系列 ：大学・短大などへの進学のた

また ，「産業社会と人間」
という授業で職業や自分の
進路について考えます。

めの勉強をします。
※

普通科と変わりません。

情報・ビジネス系列 ：商業や情報処理に関する
科目を勉強します。
※

商業科や情報処理科と変わりません。

環境緑地系列 ：測量や設計など土木系の科目を
1 月頃までに系列を決定
します。

勉強します。
※

各系列に定員はありませ
ん。

農業土木科や工業高校の土木科と変わりません。

スポーツ健康科学系列 ：体育理論や実技を学び
ます。
※

○

体育科に似ています。

農業科学科：農業について学びます。総合学科と同じように２年生の専門は，
コースに分かれ，さらに３年からは専門的な専攻学習を行います。

１年生
普通教科と農業について
の基礎科目を勉強します。

２年生 コース別学習

３年生 専攻別学習

農業コース：作物や野菜・畜 野菜か畜産を専攻し
産（主に牛）を学習します。

て学習します。

ﾄﾏﾄ･ｷｭｳﾘ･ｲﾁｺﾞ･ﾒﾛﾝなど
栽培する作物は，：トウモ

園芸工学コース ：草花やバ 草花かバイオを専攻

ロコシ，ハクサイ，レタス，

イオテクノロジーを学習しま

コメなどがあります。

す。

して学習します。

ｼｸﾗﾒﾝ･ﾊﾟﾝｼﾞｰ･ﾗﾝなど

※大学などの進学のための時間割を選択できます。
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○食品技術科：食品加工や製造について，学習します。２・３年生では，コースに
分かれての専門の授業を行います。

１年生

２・３年生 コース別学習

普通教科と農業や食品につい

食品加工コース：豚味噌やジャム，ジュースな

ての基礎科目を勉強します。

ど加工食品の製造や流通について学習します。

食品製造：「3 年 A 組の」シリ

発酵食品化学コース：微生物やバイオテクノロ

ーズの豚味噌，ジャム，ジュ

ジーの基礎を学習し，発酵食品を学習します。

ースなどの加工品があります。
※大学などの進学のための時間割を選択できます。

２

途中で学科を変更することができますか。
高校入試（学力検査）の出願の時には，第２，３希望の学科を記入することはありま
すが，入学後の学科の変更はできません。また，総合学科であれば，２年生から４つの
系列，農業科学科と食品技術科であれば，それぞれ２つのコースを希望することができ
ます。

３

クラス分けはどうやってするのですか，成績ごとのクラス分けはありますか。クラス替えは毎
年するのですか。
◇

農業科学科や食品技術科は学年に１クラスずつしかありませんから，３年間クラス
替えがありません。
・１～３年生はすべての学科において，国語・数学・英語で習熟度別授業を実施して
います。

◇

総合学科は，１年のクラス分けは入試の成績や調査書などをもとに分けます。成績
ごとのクラス分けは実施していません。
・１～３年生はすべての学科において，国語・数学・英語で習熟度別授業を実施して
います。
・２年生以降は各系列に分かれますから，系列を中心としたクラス編成になります。
従って，３年生でのクラス替えはありません。
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学校行事について
４

どんな学校行事がありますか。
クラスマッチ，体育祭，地域貢献（清掃作業などのボランティア活動），飛翔祭（文
化祭），職場訪問，企業訪問，上級学校見学，学年ＰＴＡ（日曜参観），30 ｋｍ完走歩
大会（遠行），外部講師による講演会，模擬試験や各種検定の受験などがあります。こ
の他に，１年生は宿泊研修，２年生は修学旅行や職場体験学習もあります。
体育祭（９月第１週）
，学年ＰＴＡ（10 月第４週）は日曜日に開催しています。飛翔
祭（文化祭）は，３年生の進学を考えて６月の第２週か第３週，また，検定や資格試験
のために土曜日に開催します。

５

修学旅行はどこに行くのですか。
20 年度は 12 月 14 日（日）～ 17 日（水）に修学旅行を実施します。行き先は沖縄で
す。海洋体験や民泊先での家業体験，平和学習などを行います。

６

学校は何時から始まりますか。登校時間は何時ですか。学校は何時に終わりますか。
１年を通して，朝ゼミ（朝補習）が始まる７時 30 分が学校の始まりです。考査前

◇

や学校行事の時なども同じです。ただし，土曜日や夏・冬のゼミ（補習）は，通学バ
スの関係で８時 20 分から始まります。
◇

公式の遅刻は８時 30 分に間に合わなかった場合となります。

◇

学校は，７限の火曜，水曜，木曜は４時４０分に終わります。また，６限の月曜，

金曜は３時 40 分です。
◇

校時は，下の表の通りです。
校時表（月曜・金曜日は６限の授業です。また，火曜日は全校朝礼があります）
月・金

水・木

火

朝補習

７：３０～

８：１０

７：３０～

８：１０

７：３０～

８：１０

朝補習

ＳＨＲ

８：３０～

８：４０

８：３０～

８：４０

８：３０～

８：５０

全校朝礼

１限

８：４５～

９：３５

８：４５～

９：３５

８：５５～

９：４５

１限

２限

９：４５～１０：３５

９：４５～１０：３５

９：５５～１０：４５

２限

３限

１０：４５～１１：３５

１０：４５～１１：３５

１０：５５～１１：４５

３限

４限

１１：４５～１２：３５

１１：４５～１２：３５

１１：５５～１２：４５

４限

昼食

１２：３５～１３：２０

１２：３５～１３：２０

１２：４５～１３：３０

昼食

清掃

１３：２０～１３：３５

１３：２０～１３：３５

１３：３０～１３：４５

清掃

５限

１３：４０～１４：３０

１３：４０～１４：３０

１３：５０～１４：４０

５限

６限

１４：４０～１５：３０

１４：４０～１５：３０

１４：５０～１５：４０

６限

１５：４０～１６：３０

１５：５０～１６：４０

７限

７限
ＳＨＲ

１５：３５～１５：４０

１６：３５～１６：４０
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施設・設備・学費について
７

どんな施設・設備がありますか。
◇１号棟：校長室，事務室，保健室，生徒指導室，職員室，図書室，１年と２年の教室
◇２号棟：３年の教室，進路指導室，視聴覚室，物理実験室，化学実験室，生徒会室
◇３号棟：商業科職員室，パソコン室，簿記室，選択室
◇４号棟：被服室・調理室（家庭科室），土壌土質実習室，測量（器具）実習室，
水理実験室，造園実習（計画）室，ＣＡＤ（Computer Aided Design）室
◇５号棟：農場職員室，食品（水産）加工室，生物工学実習室，作物・畜産実習室
◇６号棟：食品化学実習室，食品製造実習室
◇農

場：水田，畑，ビニールハウス，ガラス温室，果樹園，ポニーの小屋や牛舎，
栽培・飼育関係の準備室など
アグリホール，農業実習で使うトラクターやトラックなどの大型機械・車両
・燃料関係の施設など

８

食堂や売店（購買部）はありますか。昼食はどうしているのですか。
購買部では，朝食のためのパンやおにぎりなどを８時 10 分～８時 20 分に販売してい
ます。昼食時間にはパンやおにぎりの他，ジュース類，学用品や制服関係（ボタンや靴
下など）
，さらにバス定期などを予約販売しています。
昼食の弁当は，１時間目の休み時間までにお弁当（日替わり弁当，唐揚げ弁当，ハン
バーグ弁当など）を注文すれば昼食時間に購入することができます。お弁当を忘れたと
きにはこれらを利用することができます。また，自動販売機（２台）や冷水器（４台）
もあります。

９

図書館には何冊の本がありますか。
平成 20 年４月現在 14,358 冊の本があります。基準の冊数にはまだ不足していますが，
これから充実してしていきます。

１０

クーラーはついていますか，扇風機はついていますか，ストーブはありますか。
18 年度から全教室に空調設備を設置，７月からは冷房（28 ℃）を使用します。スト

ーブはありませんが，12 月からは暖房（18 ℃）を使用します。
１１

寮はありますか，何人部屋ですか。また，寮費はいくらですか。
学校の運営している寮（寄宿舎）はありません。しかし，体育系部活動の生徒のため

遠方からの通学が困難な生徒は，民間の方が，運営している寮があります。費用は，月
45,000 円で，二人部屋です。
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１２

スクールバスはありますか。（１ヶ月の定期代は…？）
川内，長島方面からの登下校用の通学のバスは，学校まで乗り入れています。また，

阿久根駅からは，登下校時のおれんじ鉄道の時間に合わせたシャトルバスを運行してい
ます。

（１ヶ月の定期代）
方面

薩摩
川内

駅・バス停
川内駅
上川内駅
草道駅
西方駅
薩摩大川駅

長島

平尾～鶴翔高校

出水

出水駅
西出水駅
高尾野駅
野田郷駅

￥１６,７４０
￥１６,３８０
￥１５,７８０
￥１３,６２０
￥１０,２００

鶴翔高校

おれんじ鉄道
￥１１,２６０
￥１０,９１０
￥１０,４７０
￥ ７,７７０

￥１８,３００
￥１０,３１０
￥ ９,７００
￥ ７,８１０
￥ ６,７７０

鶴翔高校

阿久根駅～鶴翔高校
シャトルバス
（登下校時運行）

１３

南国交通

￥３,９００
（片道￥１３０）

授業料はいくらぐらいですか。
授業料と諸経費（ＰＴＡ会費，生徒会費など）を合わせると，月 15,175 円です。ま

た，学科・学年，系列・コースで異なりますが，年間 20,000 ～ 50,000 円が検定・模試
代や問題集，実習費などの教材費として必要になります。
１４

制服，靴やバッグなどを合わせるといくらぐらい必要ですか。
入学時必要経費(20 年度)
総合学科
農業科学科
食品技術科
男子
女子
男子
女子
男子
女子
入学料
5,650
5,650
5,650
5,650
5,650
5,650
教科書※
5,995
5,995
6,490
6,490
6,490
6,490
生徒手帳
173
173
173
173
173
173
制服(冬服)
39,060 37,210 39,060 37,210 39,060 37,210
制服(夏服)
11,500 18,150 11,500 18,150 11,500 18,150
体育服(夏･冬･ジャージ) 12,730 12,730 12,730 12,730 12,730 12,730
通学鞄
12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100
補助バッグ
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
靴(通学靴･体育･上履き) 15,180 14,180 15,180 14,180 15,180 14,180
実習服
10,000 10,000 19,600 19,600
計
105,488 109,288 115,983 119,783 125,583 129,383
学
科
費目／男女

※

この他，芸術の教科書代（440 ～ 930 円）があります。

１５ 休みの日に学校を利用することができますか。
教室や図書館の利用はできませんが，部活動で使用する体育館，グラウンド，部室は
利用することができます。
また，休日のテスト期間などは，会議室や視聴覚室を開放しています。
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授業・勉強について
１６ 高校ではどのような勉強・学習・授業をするのですか。学科ごとに違うのですか。
高校での学習は，学科ごとに異なり，次のようになります。

◇

総合学科
一 国語，公民，数学，理科，保健体育，芸術(音楽・美術・書道の選択)，外国語(英
年 語)，家庭，情報の普通教科と進路を学習する「産業社会と人間」が，週に２時
生 間あります。(地理歴史は２･３年生で学習します。)



アカデミア系列（文系）



アカデミア系列（理系）

・普通教科を中心に学習します。特に，文系科
目の国語，英語の授業が多くなります。

二

・

・普通教科を中心に学習します。特に，理系科
目の数学，理科の授業が多くなります。
・普通教科と，専門の簿記，原価計算，情報処



情報・ビジネス系列(就職）

理，商業技術，会計，ビジネス情報，経済活
動と法，総合実践など商業に関する科目を学
習します。

三
・普通教科と，専門の商業に関する科目を学習


情報・ビジネス系列(進学）

しますが，就職コースと異なるのは総合実践
の代わりに英語Ⅱを学習する点です。

年
・普通教科と専門の環境科学基礎，総合実習，


環境緑地系列

測量，農業土木設計，農業土木施工など土木
に関する科目を学習します。

生


・普通教科と専門の体育理論，スポーツⅠ，ス
スポーツ健康科学系列

ポーツⅡ，スポーツⅢの体育の科目を学習し
ます。
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◇

農業科学科
一

国語，公民，数学，理科，保健体育，芸術(音楽・美術・書道の選択)，外国

年 語(英語)，家庭の普通教科と農業科学基礎，総合実習，農業情報処理の農業に
生 関する基礎科目を学習します。
普通教科と農業のグリーン
二

ライフ・総合実習を学習し

農業コース

します。

ます。

年

園芸工学コース

生
進路希望別の選択科目

草花とバイオテクノロジーを中心
に専門の学習をします。

進学：現代文，数学Ａ，英語Ⅱ
就職：食品製造，農業経営，生物活用

普通 教科 と農 業情報 処
三

野菜と畜産を中心に専門の学習を

野菜か畜産を選択し，その専門の

理，グリーンライフを学習 農業コース

総合実習，課題研究の専攻学習に

します。

なります。
草花かバイオを選択し，その専門

年

園芸工学コース の総合実習，課題研究の専攻学習
になります。

生
進路希望別の選択科目

進学：数学Ａ，英語Ⅱ
就職：食品製造，生物活用
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◇

食品技術科
一

国語，公民，数学，理科，保健体育，芸術(音楽・美術・書道の選択)，外国

年 語(英語)，家庭の普通教科と農業科学基礎，食品加工基礎，総合実習，農業情
生 報処理の農業に関する基礎科目を学習します。
普通教科と食品製造，食品 食品加工コース 食品衛生管理の学習をします。
二 化学，総合実習の専門の学習
をします。
年
生

発酵食品化学コ 微生物基礎の学習をします。
ース

進路希望別の選択科目

進学：現代文，数学Ａ，英語Ⅱ
就職：グリーンライフ，食品流通，野菜

普通教科と食品流通の専門
の学習します。

食品製造，農業情報処理，総合
食品加工コース 実習，課題研究の専門学習にな

三

ります。

年

発酵食品化学コ 醸造学，微生物基礎，総合実習，
ース

課題研究の専門学習になります。

生
進路希望別の選択科目

１７

進学：数学Ａ，英語Ⅱ
就職：グリーンライフ，生物活用

授業や勉強で，中学校と違うところはどこですか。
大きく異なるのは学ぶ内容が広くなり，しかも授業の進み方も速くなります。高校で

は中学校より広く深く学びますから教科書もかなり厚くなります。
そのため，高校では，
「予習」→「授業」→「復習」の繰り返しが大事です。
鶴翔高校では，１年生の最初に「学習ガイダンス」という「予習」→「授業」→「復
習」を体験する授業を行っています。これで予習・復習のやり方を学んでから授業が始
まります。学習ガイダンスは１年生の最初の授業だけではなく，２学期の最初や２年生
になってからも実施されますから，安心して鶴翔高校を受検してください。
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１８

授業の進め方を教えてください。
授業の進め方は教科・科目で異なります。とくに，国語・数学・英語では，習熟度別

授業といって，学力にあったクラスに分かれて，わかりやすい授業の進め方を行ってい
ます。
授業の進め方の例として２つ挙げてみます。


教科書の内容を説明する授業
教科書を読み，その内容を説明していく授業では，以前に学んだことを振り返りな
がら，新しい学習内容について，解説していきます。このとき，図説やプリントを使
うこともあります。


発展的な授業や問題演習が中心の授業
大学入試センター試験，大学・短大・専門学校の入学試験や就職試験の対策として，
プリントや問題集などを使いながら発展的・応用的な内容を解説していきます。問題
演習が中心になる場合もあります。

１９

宿題はどれくらいでますか。
国語，数学や英語では，ほぼ毎日宿題が出ます。量はプリント１枚だったり，問題集

の１ページだったりします。宿題にかかる時間は得意・不得意にもよりますが，１科目
20 ～ 30 分ぐらいでしょう。理科や地理歴史・公民（社会）でも宿題が出ることがあり
ます。
この他に，土曜日，日曜日や祝祭日，夏休みや冬休みにも宿題が出ます。
２０

なぜ補習（課外）を実施しているのですか。
簡単に言えば，１年生は基礎学力を身に付けるため，２・３年生は就職試験や入学試

験に対応するためです。
【１年生】
◇

国語，数学，英語の普通科目が中心です。また，自分の学力を知る目的の対外模擬
試験や進路に必要な資格試験・検定試験なども取り入れています。


中学校までの基礎学力を身に付ける。


２年生からの各専門科目の内容を理解するために必要な学力を身に付ける。


対外模擬試験，各種検定試験の準備学習や試験の実施など

【２，３年生】
◇

普通科目と，各系列，農業科学科や食品技術科の専門科目の学習，さらに対外模擬
試験，資格・検定対策を取り入れています。
各種資格・検定や農業クラブの活動においても，良い成績をあげています。基礎学
力が身についていなければ，資格取得や検定合格，さらには卒業後の進学や就職も難
しくなります。


就職や進学の進路実現を図るため，目指す進路に必要な学力を身につける。



授業で学習した内容の理解を深める。
対外模擬試験，各種検定試験の準備学習や試験の実施など
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２１

補習（課外）はどれくらいありますか，補習について教えてください。

◇

時間について

朝ゼミ

毎朝実施，始業の前７：30 ～８：10 の 40 分間

サタゼミ

第１・第３土曜日に実施

夏ゼミ・冬ゼミ
放課後補習
◇

夏休み・冬休みに実施

サタゼミ，夏ゼミ・冬ゼミ
１時間目

８：20 ～９：10

２時間目

９：20 ～ 10：10

３時間目

10：20 ～ 11：10

検定試験・資格試験対策を実施

内容について
学年や系列・コース別に次のようになります。

１年生

授業と同じく習熟度別のクラス編成で，国・数・英の３教科を実施
検定前には可能な限り特別時間割を設定し，受検対策を実施
アカデミア系列(文系)… 国・数・英・理選（理科の選択）・地歴
アカデミア系列(理系)… 国・数・英・化学・理選（理科の選択）
総合学科

情 報 ・ ビ ジ ネ ス 系 列… 専門科目(簿記・ワープロなど)
環 境 緑 地 系 列… 専門科目(測量・土木施工など)

２年生

スポーツ健康科学系列… トレーニング，国・数・英

・
３年生

農業科学科…農業の専門科目，国・数・英

食品技術科…食品の専門科目，国・数・英

○

国・数・英は授業と同じ習熟
度別のクラス編成

○

検定前は，受験対策を実施

○

夏・冬ゼミは，農業・食品関
係の実習も実施

○

各学期に１回の割合で模擬試験を実施します(３年生は各学期２～３回）。

○

公務員受験希望者は，公務員対策の補習や模擬試験も実施しています。

○

サタゼミや夏ゼミ，冬ゼミの内容も同様です。

◇

夏ゼミ・冬ゼミ
夏休みや冬休みの長期休業中の月曜日～金曜日に実施しています。平成２０年度の
実施期間は次のとおりです。
夏ゼミ：前期
後期
冬ゼミ：

７月 23 日(火)～７月 31 日(木)

７日間(1・2 年)

７月 23 日(火)～８月７日(木)

12 日間(

８月 20 日(水)～８月 26 日(火)

５日間(1 ～ 3 年)

12 月 25 日(木)～ 12 月 26 日(金)
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３年)

２日間(1 ～ 3 年)

1･2 年計 12 日
３年計 17 日

２２

苦手対策（苦手対策の補習など）を実施しているのですか。
苦手対策補習は実施していませんが，放課後や考査前，考査期間中にアグリホールを
開放し，下校までの時間を利用して，監督指導の先生のもとで個別に教科指導を行って
います。
朝ゼミ，サタゼミ，夏ゼミや冬ゼミは授業と同じ習熟度別のクラス編成です。従って，
苦手な教科のゼミ(補習)では易しい問題をゆっくり進めることになるため，結局は苦手
対策のゼミをしている事になります。

２３

テストは年に何回実施されますか。
鶴翔高校で実施される 20 年度の１年生の試験(テスト)は次のとおりです。
試
験
実 施 期 間
１ 課題考査
４月９日(水)
１
２ 進路マップ(模擬試験) ４月 21 日(月)～ 22 日(火)
学
３ ５月実力考査
５月 21 日(水)～ 22 日(木)
期
４ 期末考査
７月１日(火)～４日(金)
５ 夏ゼミまとめテスト
８月 26 日(火)
２
６ 中間考査
10 月 15 日(水)～ 17 日(金)
学
７ 進路マップ(模擬試験) 11 月１日(土)
期
８ 期末考査
12 月１日(月)～４日(木)
３ 10 １月実力考査
１月 27 日(火)～ 28 日(水)
学 11 ２月進研模擬試験
２月 14 日(土)
期 12 学年末考査
２月 23 日(月)～ 26 日(木)

２４

テストは何科目ぐらいあるのですか。
１回の試験（テスト）で実施される科目数は，学年，学科，系列やコース，試験の種
類によって異なります。実力考査は，国語，社会，数学，理科，英語の普通教科の５科
目と，２年生の情報ビジネス・環境緑地の系列では，１～２科目の専門科目も実施され
ます。中間・期末考査は，授業で行われる 11 ～ 14 科目で行っていますが，実技が中心
の体育や総合実習では，筆記試験（テスト）はありません。

２５

授業は１日何時間あるのですか。１日の勉強時間はどれくらいですか。
学校での勉強時間は，朝ゼミが 40 分，50 分の授業が，月曜と金曜は，１限～６限ま
でで 300 分，火曜から木曜は，１限～７限までなので 350 分，合計約６時間～６時間 30
分になります。
自宅での学習時間は，宿題と予習・復習などがありますから，１年生でも平日(月曜
～金曜)は最低２時間は必要でしょう。土曜日は４時間，日曜日は６時間が最低目標で
しょう。
部活動をする場合は，自宅での学習時間の確保が難しいかもしれません。しかし，授
業中に全部覚えてしまう，休み時間を有効に使うとか，バスやおれんじ鉄道で通学する
場合は，待ち時間やバス・鉄道に乗っている時間を使うなどの工夫をすればよいのでは
ないでしょうか。
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資格について
２６

どのような資格が取れるのですか。
現在，取り組んでいる資格は，下の表のとおりです。１年生から受験できるものにつ

いては，できるだけ受験し，取得するよう勧めています。
資格・検定試験

２７

講習等による資格

簿記検定

日本漢字能力検定

小型車両系(整地等）

簿記実務検定

実用英語技能検定

アーク溶接等業務

情報処理検定

実用数学技能検定

ボイラー取扱技能

情報処理検定

測量士補

玉掛け(1t 未満)

（ビジネス情報部門） 危険物取扱者

刈払い機安全衛生

ワープロ実務検定

チェーンソー

農業技術検定

鶴翔高校で取れる資格はどのように活かせるのですか。
２６の表に挙げた資格の中には，簿記検定や情報処理検定など就職するとき，非常に

有利なものがあります。また，測量士補・危険物取扱者・ボイラー取扱技能などはその
資格がないと仕事ができません。
「どのように活かせるか」ですが，高校時代に取得した資格は一生のものです。また，
就職や大学などへの進学のとき，資格を持っているのと持っていないのとでは，その人
の評価が大きく違ってきます。多くの資格を持っていると，高校時代の努力が評価され，
進路に大変有利になります。
19 年度の主な検定・資格の取得状況は，次のとおりです
全商簿記実務検定

１級

ワープロ検定

１級

３人（情報ビジネス系列全員が３級以上合格）

日商簿記

２級

５人（主に一般の方が受験する検定）

珠算・電卓実務検定

２級

測量士補

１０人（１級会計は１９人合格）

３８人
１人（環境緑地系列）

総合学科の情報ビジネス系列では，全商珠算電卓検定２級では，３年生１００％，
２年生９０％以上が合格しています。
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進路について
２８

卒業後はどのような進路があるのですか。
卒業後の主な就職先や進学先を教えてください。どのような求人があるのですか。
卒業後は，進学と就職とに分かれます。今年のおもな就職先や進学先は，次のとおり

です。
◇

就職
・県内企業（35 名）
ＮＧＫ（日本特殊陶業），タイヨー，いずみ農協，南日本銀行，スターゼンミー
トグループ，三九，トリーカ，なべしま，(株)マキオ

など

・県外企業（40 名）
トヨタ自動車，マツダ，ダイハツ工業，旭化成，チッソ，イトーヨーカ堂，山崎
製パン，神戸屋，大豊工業，佐川急便，大有建設

など

・公 務 員（８名）
自衛隊
◇

二等陸士（５名），一般曹候補（３名）

進学
・国公立４年制（７名）
鹿児島大学（１名）
，宮崎大学（１名），佐賀大学（１名），愛媛大学（１名），都
留文科大学（１名），長崎県立大学（２名）
・公立２年制（２名）
鹿児島県立短期大学（２名）
・公立大学校（１１名）
川内ポリテクカレッジ（５名），農業大学校（６名）
・私立４年制（２４名）
，２年制（７名），専門学校（３３名）
亜細亜大学，九州産業大学，第一工業大学，志學館大学，鹿児島国際大学，中村
学園短期大学，鹿児島女子短期大学

２９

など

進学率はどれぐらいですか，また，どのような大学等へ進学しているのですか。

今年の卒業生（１期生）は，自営・公務員を含む就職は８３名，進学は８４名なので
進学率は，ほぼ半分になります。
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部活動について
３０

部活動の種類，活動内容や成績を教えてください。
現在，体育系１７部，文化系１１部が活動しています。
陸上部
体育系 テニス部

剣道部

野球部

サッカー部

男女バスケットボール部
文化系
※

吹奏楽部

簿記部

インターアクト

柔道部

弓道部

男女バレーボール部

男女卓球部

男女

男女バドミントン部

水泳部

測量部
美術部

太鼓部
商業クラブ

軽音楽部

農業クラブ

イラスト部

放送部

男女が活動しているが，男子・女子に分けていない体育系の部活動は，陸上部
・柔道部・弓道部・水泳部の４つ。

３１

どのくらい練習するのですか。また，部活動は何時までありますか。
月曜と金曜は３時 40 分，火・水・木曜は，４時 40 分に終礼が終わります。部活動の

終了は６時 30 分ですから，約２～３時間練習することになります。ただし，一部の部
活動は活動場所が学校以外ですから，そこまでの移動時間がかかり，練習時間が短くな
ります。
土曜・日曜の練習は部活動によって異なります。また，朝ゼミ前に朝練をする部活動
や昼食時間にミーティングをする部活動もあります。
３２

部活動での大会の成績を教えてください。
陸上部は，現在最も部員数が多く，九州大会や全国大会へ出場しています。また，剣

道部にも力を入れています。その他の部活動はこれから強くなろうと頑張っています。
19 年度の県大会・全国大会での成績は，次のとおりです。
【インターハイ出場】
陸上部・男子 400 ｍハードル(２名)，5000 ｍ競歩，1500 ｍ(２名)
【県高校新人大会】
陸上部・男子 3000 ｍ障害 優勝，８種目競技優勝，5000 ｍ競歩優勝，６位
110 ｍハードル３位
※ 5000 ｍ競歩（全九州大会で優勝）
女子 7 種目総合５位
柔道部 女子 団体ベスト８，個人３位，個人ベスト８位
水泳
女子 200 ｍ自由形４位
【県高校駅伝大会（陸上部・男子）】
５位入賞
【農業クラブ各種発表・競技会】
◎ 県大会
意見発表・プロジェクト発表会… 優秀賞
農業鑑定 農業機械，農業土木 ２部門 最優秀
食品科学 優秀
平板測量競技会 最優秀，優秀（２年連続全国大会出場）
◎ 全国大会 平板測量競技会 優秀(２年連続入賞)
※ 農業クラブは，農業科学科，食品技術科，環境緑地系列の生徒が所属する全国
の高校の団体です。毎年，全国大会が開催され，県や九州の大会で，上位者が全
国大会へ出場できます。各競技は，専門で学ぶ学習内容と研究発表の種目があり
ます。19 年度は，７人が全国大会に出場しました。
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３３

部活動には必ず入らないといけないのですか。
部活動または生徒会活動に参加することは，高校生活を有意義に過ごすという観点か

ら，どちらかの活動に参加することを勧めております。
３４

部活動・同好会は兼部できますか。
活動に支障がなければ，顧問の了承のもとで，運動系と文化系の部を兼ねて，活動を

している生徒もおります。また，生徒会活動と部活動と兼ねていることはあります。

学校生活について
３５ 高校生活では，どんなことを心がければいいのですか。
鶴翔高校では「当たり前のことが当たり前にできる生徒」を育てようとしています。
挨拶ができる，時間を守る，友達と仲良くする，からかったり人の嫌がることをしない，
きちんとした服装・身だしなみをする，など中学校で教わったことを心がければいいで
しょう。また，将来はこんな仕事をしたい，こんな人になりたい，こんな勉強・スポー
ツを頑張りたいなどの目標を持つことも大切なことと考えています。
３６

自転車・バイクの通学は可能ですか，条件はどのようなものですか。バイクの免許

は取得していいのですか。
通学の条件は，自転車か徒歩，公共の交通機関（バス，肥薩おれんじ鉄道）を利用
することになります。自転車通学に条件はありません。極端な話ですが，正門前に自
宅があったとしても自転車通学は可能です。
ただし，上記の条件でも，通学が困難な場合は，原動機付自転車（原付，50cc 未満）
の免許取得を認めています。


家から公共の交通機関（バス，肥薩おれんじ鉄道）が利用できないもので，学校
までの距離が一定以上のもの



家から駅，バス停までの距離が一定以上のもの，また通学の状況が不便なもの
（駅，バス停までのバイク通学を許可）

３７

アルバイトはできますか。
学習や部活動などの学校生活に支障があるので，原則として禁止しています。修学困

難な場合には，授業料免除や奨学金の制度を紹介しております。
３８

学校で携帯電話を使うことができますか。
手続きをすれば携帯電話を学校に持ち込むことができます。しかし，使用は放課後の

み許可しています。
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入試について
３９

推薦入試は何人ぐらい受検するのですか。また，何人ぐらい合格しているのですか。
３学科合計で，平成 17 年は 22 人，平成 18 年は 15 人，平成 19 年は 12 人，平成 20
年は 12 人が受検し，全員が合格しています。推薦には，条件がありますので，中学校
の先生とよく相談し，推薦書などを提出することになります。
現在，３学科とも，学科全体の募集定員の 30 ％を推薦の募集定員にしています。総
合学科は 36 人，農業科学科は 12 人，食品技術科は 12 人の合計 60 人になります。

４０

推薦入試はどのように行われるのですか。
中学校からの推薦書・調査書をもとに，個人面接と課題型作文の試験を実施します。
課題型作文とは，与えられた課題を読み，これに関する設問に答え，これに関する作文
を書くというものです。
学業に取り組む姿勢がまじめで，それぞれの学科に志望する動機や理由が適切で，下
の ～ の項目のどれか一つにあてはまる生徒に推薦の出願資格があります。
【総合学科・農業科学科・食品技術科】

地区大会等の成績などスポーツ活動において，実績をあげている生徒

文化・芸術（音楽，美術，書道，その他）活動において実績をあげている生徒

特定の教科学習などにおいて，著しい成果を修めたり，発展的・創造的に取り組ん
でいる生徒

生徒会活動やボランティア活動に意欲的に取り組んでいる生徒
【農業科学科のみ】

将来，農業関連後継者になる意志を持ち，農業改良普及センターの推薦がえられる
生徒
【食品技術科のみ】

将来，食品製造もしくは醸造関連の業務に従事したい生徒

４１

一般入試の受検倍率は，どれくらいですか。
一般入試の倍率は，下の表のとおりです。年によって，変わります。
年度／学科
総合学科 農業科学科 食品技術科
平成１７年
１.２８倍 ０.９７倍
０.９５倍
平成１８年
０.７０倍 ０.７１倍
０.７９倍
平成１９年
０.７９倍 ０.９２倍
０.８３倍
平成２０年
０.８１倍 ０.７９倍
０.９５倍

４２

面接では，どのようなことを聞かれるのですか。
中学校生活の様子，高校生活で頑張りたいこと，将来の希望を含めて，皆さんの考え
を聞きます。

４３

遅刻や欠席が多いと，入試のとき減点の対象になりますか。何か検定を持っている
と入試のとき有利なのですか。
入試の合否の判定は，入学試験の点数や面接の結果，中学校から提出された調査書を
総合的に判断します。各種資格や検定については，その努力は評価に値しますが，特に
推薦入試の場合は，有利になることがあります。
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