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理

進路希望に応じて，上級学校への進学だけでなく就職を選択することができます。

さまざまな進路に対応

・長崎大学（経済学部） 
・都留文科大学（教養学部） 
・慶応義塾大学（総合政策学部） 
・神田外語大学（外国語学部） 
・摂南大学（看護学部） 
・鹿児島国際大学（国際文化学部）
・志學館大学（人間関係学部，法学部）
・鹿児島女子短期大学 
・近畿医療専門学校 
・県立高等技術専門校（姶良，宮之城，鹿屋）

・株式会社奄美航空
・奄美大島信用金庫
・株式会社ビッグⅡ奄美店
・奄美サウスシー＆マベパール株式会社
・丸福建設株式会社瀬戸内支店
・九建架線工事株式会社
・大和紙料株式会社
・株式会社大西コルク工業所
・株式会社ロブスタ
・ファインズ東京株式会社

さまざま
な

個性を伸ばし、魅力あるこれからの社会を生き抜く人材の基礎をつくる普通科の挑戦。

習慣を身につけていきます。
基礎学力の定着だけでなく生
徒それぞれの学力をより一層
伸ばす指導を行います。

吉田  一成

朝日中出身

　北高では少人数に分かれる授業もあり，生徒一人一
人に先生方が親身になって授業をしてくださいます。そ
のため，授業についていけないという心配をする必要は
ありません。また，行事ではそれぞれが活躍するチャンス
がたくさんあり，積極性なども身につけられます。
　生徒の個性を伸ばす環境が十分整っているので，
ぜひ多くの人が一度，体験入学などを通して本校に来
てみてください。

肥後 悠希菜
普通科2年/笠利中出身

植田 瑠夏
普通科名1年/赤木名中出身

　普通科では２年生になると，自分の
進路希望に合わせてコース選択をする
ことができます。また，少人数制で行わ
れる授業もあり，先生にも質問がしやす
いので自分のペースで楽しく授業を受
けることができます。
　また，同級生だけでなく他学年の人
とも部活動なども楽しく取り組むことが
できているので，充実した高校生活を
送ることができています。

　普通科では国語，数学，英語で少人
数に分かれた授業が行われます。また，
私は現在，実用英検２級取得に向け
て，週に１回，英語科の先生の特別授
業を受けています。さらに，分からない
ところを質問すると，理解できるまで説
明をしてくださるので，苦手克服もしや
すいです。
　そして，北高にはたくさんの部活動が
あり，その活動を通して大事なことを数
多く学ぶことができるなど，自分に合っ
た学校生活を送ることができます。
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・株式会社鹿児島銀行 
・南国殖産株式会社 
・鹿児島綜合警備保障株式会社 
・株式会社トヨタレンタリース鹿児島
・奄美信用組合 
・株式会社グリーンテック 
・矢崎部品株式会社裾野製作所 
・早川鉄鋼販売株式会社
・陸上自衛隊（一般曹候補生・自衛官候補生）

・鹿児島国際大学（経済学部）
・鹿児島県立短期大学（商経学科）
・鹿児島医療技術専門学校
・ＫＣＳ鹿児島情報専門学校
・鹿児島県美容専門学校
・奄美看護福祉専門学校
・奄美情報処理専門学校

　画像処理や動画編集の技術
を習得し，情報化社会を生き
抜くための技術を習得できる
環境が整っています。

　プログラミングや画像処
理，動画編集等の知識や技
術の習得を目指します。

　３年間学んだ技術を生か
し，ポスターやチラシの作
成，ＣＭ等を制作します。
　地元企業に協力をもらい，
実社会で発揮できる能力を
身につけます。

栄 陽菜
赤木名中出身

（情報処理科3年）

　情報処理科では，他の学科では取得できない資格をた
くさん取得することができます。検定前には放課後の時
間を使って，先生方が直前対策補習もしてくださいます。
そのため，私も苦手克服をして，いくつかの資格を取得す
ることができました。
　また，北高の魅力には「修学旅行」もあります。複数地
域を訪れることはなかなかありませんので，とても楽しい
思い出を作れます。
　楽しみながら将来の夢の実現に向かって頑張ることが
できる北高にぜひ来てください。

　情報処理科では，検定取得に
向けた学習もしています。先生方
が優しく教えてくださるので，分
からないところも積極的に質問
できるなど，とても勉強しやすい
環境です。
　検定取得をたくさんしている
と，進路決定の際にも有利になる
ので，ぜひ，北高に来てください。

　情報処理科では，パソコンや電
卓を使った授業もあります。最初は
初めてのことばかりで難しく感じる
こともありますが，優しい先生方が
分かりやすく教えてくださるので，
楽しみながら勉強に集中できます。
　また，将来の自分のアピールポ
イントとして資格取得をしておくと
良いので，夢の実現を目指し，日々
の目標を立て，地道に頑張ってい
きたいです。

田畑 彩葉
情報処理科1年/笠利中出身

碇山 聖純
情報処理科2年/赤木名中出身
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常田　優華 （朝日中出身）
　カヌーを経験したことがなくても，頑
張り次第では，九州大会・全国大会出
場も夢ではありません。目標に向かっ
て，こつこつと努力したいという人，新
たなことに挑戦したいという人には，
ぴったりの部活動です。カヌー部に入部
して，心身ともに鍛えましょう 。

山下　克海 （赤木名中出身）
　短距離，長距離，跳躍，リレーを主
に活動しています。目標は競技力向
上ですが，目的は人間的成長という
意識を持って取り組んでいます。自
己ベスト向上に向け，日々練習に励
んでいます。

村田　光希 （金久中出身）
　私たちは，大会で一勝でも多く勝利
するために，日々練習に励んでいます。
初心者でも気軽に楽しく活動ができま
す。例えば海岸を走ったり，武道館で組
手をしたり，筋トレなどをしています。
ぜひ，見学に来てください。

田中 すず（赤木名中出身）
　今年は部員が増えて，どの部活動よ
りも盛り上がっています。初心者でも経
験者と変わらないくらいに上達してい
て，心身ともに成長しながら日々練習に
励んでいます。男子も女子も楽しく達成
感のある部活動です。ぜひ，一緒にバ
レーボールを楽しみましょう！！

松村　文二三 （金久中出身）
　部員のほとんどが初心者ですが，１
勝でも多く勝つことを目標に日々練習
に励んでいます。部員同士の仲が良く，
一人一人個性豊かなので楽しく活動し
ています。初心者でも大歓迎なので，ぜ
ひ北高に入学して，一緒にバスケット
ボールを楽しみませんか？

谷村　麻衣 （赤木名中出身）
　部員は全員が，初心者からのスター
トです。私たちは，さまざまな大会で１
つでも多く勝てるように日々の練習を頑
張っています。部員全員が毎日，楽しく
活動しています。ぜひ，北高に入学して，
一緒にバドミントンを楽しみましょう！

小野　有紗 （小宿中出身）
　私たちは主に文化祭などの学校行事
や奄美各地のイベントで，ダンスを披露
しています。今年は部員が増え，とても
活気に溢れています。初心者でも大歓
迎なので，私たちと一緒に楽しく踊りま
せんか？

最上　太陽 （朝日中出身）
　部員全員が初心者から始め，曲は
先輩たちから引き継いだものを自分
たちで工夫して練習しています。今で
は地域のイベントに呼ばれるほど，上
達することができました。ぜひ北高に
来て一度，迫力ある太鼓の演奏を聴
いてみてください。

松田　裕貴 （赤徳中出身）
　部員のほとんどが初心者ですが，み
んなで力を合わせて活動しています。
コンサート出演や演奏会，コンクール
出場を目標にスキルアップを目指して
います。初心者も大歓迎です！！北高に
入学して一緒に演奏しませんか？

碇山　春佳 （赤徳中出身）
　私たちは，手芸や調理をメインに活
動しています。文化祭では，手作りの小
物やお菓子を自分たちの手で販売して
います。初心者でも楽しく活動すること
ができます。ぜひ，私たちと一緒に楽し
い時間を過ごしましょう。

重信　花純 （崎原中出身）
　楽しく，ときには真剣に活動してい
ます。部活動内で検定の勉強ができる
のは，この部活動だけです。手書きや
パソコンでのイラスト制作やモザイク
アート等の創作活動にも励んでいま
す。ぜひ，北高に入学してきて，私たち
と楽しい高校生活を過ごしましょう！！

大学入学共通テスト
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