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令和３年度 曽於高等学校 中学生一日体験入学について（御案内） 

 

 

 梅雨の候，ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。また，日頃から本校の活動につ

きまして，多大な御協力を賜り心から感謝申し上げます。 

 さて，本校では中学３年生を対象に，中学校における適切な進路指導の一助とすることを

目的として，一日体験入学を下記のとおり計画いたしました。 

 つきましては，趣旨を御理解くださり，貴校から多数の生徒を参加させてくださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

 なお，当日の登下校については，事故等のないように御指導ください。 

 

 

記 

 

 

１ 日 時 令和３年７月 30日（金）９：００～１１：５５（受付８：２０～） 

※部活動体験・見学希望者は１４：１０まで 

 

２ 場 所 鹿児島県立曽於高等学校 

 

３ 内 容 学校紹介 

      体験学習（文理科・普通科，畜産食農科，機械電子科，商業科） 

 

※ なお，詳細につきましては，別添資料を御確認下さい。 

 

 別添１  体験入学実施要項           １部 

 別添２  委任状                １部 

 別添３ 体験入学案内             １部 

  別添４  体験入学参加申込書          １部 

  別添５  バス時刻案内             １部 

   



令和３年６月17日  

 

令和３年度 中学生一日体験入学実施要項 

 曽於高等学校 教務係 

 

１ 目  的 中学生に曽於高校の教育方針や概要を説明し，さらに教育活動を体験的に学習させることによって， 

曽於高校に対する理解を深めさせるとともに，進路についての目的意識の高揚を図る。また，保護者 

や教職員が子どもの体験学習を参観することで，進路指導への適切な助言を行えるようにする。 

 

２ 日  時 令和３年７月30日（金）９：００～１１：５５ 

 

３ 対  象 中学３年生 

 

４ 募集人数  文理科・普通科（100人），畜産食農科（50人），機械電子科（50人），商業科（50人） 

 

５ 日  程 

開会行事 

受付(生徒会役員） ８：２０～  ８：５５ 

開会行事 
 

日程説明 ９：００～  ９：０５ 

学校紹介ＤＶＤ ９：０５～ ９：１０ 

  生徒会長歓迎の言葉 ９：１０～  ９：１５ 

体験学習へ誘導（生徒会役員） ９：１５～ 

体験学習 

普通科系（文理科，普通科） 

    体験学習①５教科（国語・数学・英語・社会・美術） 

   体験学習②５教科（国語・数学・英語・理科・音楽） 

閉会行事・体験入学アンケート記入 

  

９：３０～１０：２０ 

１０：３５～１１：２５ 

１１：３０～１１：５５ 

 畜産食農科   

   体験学習 ９：４０～１１：３０ 

   閉会行事・体験入学アンケート記入  １１：３０～１１：５５ 

機械電子科   

   体験学習 ９：３０～１１：３０ 

   閉会行事・体験入学アンケート記入 １１：３０～１１：５５ 

商業科   

   体験学習 ９：３０～１１：３０ 

   閉会行事・体験入学アンケート記入 １１：３０～１１：５５ 

昼食 （多目的室・他） 

部活動や施設の見学を行うこともできます 
１１：５５～１２：４５ 

部活動体験(見学) １２：５０～１４：１０ 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 



６ 体験学習 

  体験学習 教室（予定） 体験学習 担当者 人数 

文理科 

・普通科 

 

09:30～10:20

体験学習① 

 

ゼミ室１ 国語「楽しい古典」 上村・藤田 20人 

ゼミ室２ 数学「高校の数学の問題を解いてみよう」 中島(康) 20人 

ゼミ室３ 英語「英語に親しもう」 松下(華) 20人 

地歴講義室 社会「高校世界史をのぞいてみよう」 伊東 22人 

美術室 美術「曽於高校すごろくで遊ぼう」 川畑 18人 

10:35～11:25 

体験学習② 

ゼミ室１ 国語「楽しい古典」 上村・藤田 20人 

ゼミ室２ 数学「パスカルとフラクタル」 今村 20人 

ゼミ室３ 英語「Let’s enjoy English」 指宿 20人 

物理実験室 理科「万華鏡を作ろう」 末増 22人 

音楽室 音楽「リズムアンサンブルに挑戦」 酒井 18人 

11:30～11:55 

閉会行事 

    

    

畜産 

食農科 

09:40～11:55

体験実習 

閉会行事 

農場 

体験学習① 

Ａ班 園芸「野菜の糖度について知ろう」 

Ｂ班 食品「食品の科学」  

体験学習② 

Ａ班 畜産(ウシの一生→トン子の知ら

ない世界「黒豚の世界」) 

Ｂ班 畜産(トン子の知らない世界「黒豚

の世界」→ウシの一生) 

畜産食農科 

職員 
50人 

機械 

電子科 

09:30～11:55

体験実習 

閉会行事 

機械科実習棟2F オリジナルストラップ作成 
機械電子科 

職員 
50人 

機械科実習棟1F 旋盤体験・溶接体験 

商業科 

09:30～11:55

体験実習 

閉会行事 

総合実践室 

（3棟1階PC室） 
オリジナル名刺を作ろう！ 

商業科職員 50人 
電子計算機実習室 

（3棟2階PC室） 
先輩が伝授！パソコン･電卓操作 

※ 文理科・普通科希望者は，各教科から２時間体験します。 

※ 畜産食農科・機械電子科・商業科は，科の状況に応じて実習・休憩時間を取る。  

     ※ 畜産食農科は，農場までバスで移動します。 

前半は食品と園芸から１科目選択し，その後２グループに分かれて畜産を体験する。 

   ※ 機械電子科・商業科は，２グループに分かれ，両方の授業を体験する。 

   

７ 部活動体験（希望者のみ） 

部活動名 備考 部活動名 備考 

硬式野球  弓道(男女)  

陸上(男女) 説明会 ダンス  

サッカー  カヌー 説明会 

バレーボール(男子)  硬式テニス 雨天時中止 

バレーボール(女子)  書道  

バスケット(男女) 見学のみ 吹奏楽  

ソフトテニス(女子) 雨天時中止 簿記  

卓球(男女)  コンピュータ  

バドミントン(男女) 見学のみ 美術  



８ 持 参 品 

   筆記用具，上履き，靴を入れる袋，タオル 

   ※ 畜産食農科希望者は，あらかじめジャージで開会行事に参加する。 

   ※ 機械電子科希望者は，中学校指定の体育服と長袖ジャージ(上下)を持参する。 

   ※ 部活動体験希望者は，必要に応じて昼食及び中学校指定の体育服等を持参する。 

 

９ そ の 他 

 (1) 新型コロナウイルス感染予防のため，中止や延期となる可能性も想定されますので，あらかじめご了承下さい。 

（2）希望が偏った場合は、人数を調整のため下位の希望になることがあります。 

  (3）申し込みは中学校の先生を通じてお願いします。 

（4）部活動によっては新型コロナ感染予防のため，見学のみに変更，または中止の場合もあります。 

(5) バスの時刻は変更になる可能性もあるため，各自バス会社のHPでも再度確認してください。 

※大隅中・財部中からの参加につきましては今年度も曽於市のバスを運行します。 

 （往路 7:50頃発 復路 12:10 頃発 及び 14:30 頃発） 

 詳細につきましては，後日連絡いたします。 

 

10 連  絡 

  独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金制度に，参加生徒全員が加入しているかを確

認してください。その他の保険については，必要に応じて加入をお願いします。（ただし，費用は参

加生徒の自己負担です） 

  また，当該給付金制度適用のためには，中学校教員による引率または巡回などの監督指導が必要で

す。やむを得ず，当日の指導が困難な場合には，事前に中学校で登下校等についての安全教育指導を

実施し，高校での指導については，本校校長へ指導依頼について別紙２の委任状を提出してください。 

 

11 申し込み方法及び申込期日 

  ≪以下の要領で申し込んで下さい≫ 

① 別紙３の体験入学案内と別紙４の体験入学参加申込書を生徒に配付し，必要事項を記入させて下さい。 

（用紙は必要部数コピーしてお使い下さい） 

② 上記申込書(別紙４)をそのまま中学校でとりまとめて７月２日(金)必着までに送付してくだ

さい。（持参されても構いません） 

③ 別紙２の委任状については，上記「９ 連絡」を読んでいただき，必要に応じて提出して下さ

い。 

④ 体験講座を決定後，改めて各中学校に連絡いたします。その際に新型コロナウイルス感染予防の

ための健康チェック票や送迎についての注意事項等の連絡もありますので，参加生徒への指導をよろしく

お願いいたします。 

   

※ ご不明な点がありましたら，下記まで連絡をお願いします。 

 

（連絡・問い合わせ先） 

  曽於高等学校 担当 権堀 

TEL： 0986-76-6646  FAX： 0986-76-6656 

        Mail: gombori-eiichiro@edu.pref.kagoshima.jp 



委 任 状 

 

  鹿児島県立曽於高等学校 

 校 長  前 田 良 文 殿 

 

 鹿児島県立曽於高等学校体験入学における下記本校中学生の指導につい

て，貴職に委任いたしますのでよろしくお願いします。 

 

   令和３年  月   日 

                                                       中学校 

                   校長            印 

  

                                    

                 記 

 

１ 体験入学の日時  

  令和３年７月 30日（金）    ９：００～１４：１０ 

 

２ 参加生徒数      

            人 

 

別紙２ 



令和３年６月17日

関係中学校３年生の皆さん

曽於高等学校中学生一日体験入学の案内
鹿児島県立曽於高等学校

本校では，授業体験や部活動の体験・見学などを通して，本校についてより深く理解

し，進路決定に役立てていただくことを目的として，「一日体験入学」を下記のとおり計

画しました。多くの皆さんの参加をお待ちしております

記

１ 日 時 令和３年７月30日（金）9:00～11:55(受付 8:20～ )，部活動体験 (希望者 )12:50～ 14:10
２ 対 象 中学３年生
３ 募集人数 文理科・普通科（100人），畜産食農科（50人），機械電子科（50人），商業科（50人）
４ 日 程
開会行事 9:00～9:15 日程説明・学校紹介・体験学習への誘導

体験学習 実施場所(予定) 体験学習の内容 人数

ゼミ室１ 国語「楽しい古典」 20人

9:30～10:20 ゼミ室２ 数学「高校の数学の問題を解いてみよう」 20人

体験学習① ゼミ室３ 英語「英語に親しもう」 20人

文理科 地歴講義室 社会「高校世界史をのぞいてみよう」 22人

美術室 美術「曽於高校すごろくで遊ぼう」 18人

・普通科 10:35～11:25 ゼミ室１ 国語「楽しい古典」 20人

体験学習② ゼミ室２ 数学「パスカルとフラクタル」 20人

ゼミ室３ 英語「Let's enjoy English」 20人

物理実験室 理科「万華鏡を作ろう」 22人

音楽室 音楽「リズムアンサンブルに挑戦」 18人

畜産 9:40～11:30 農場 Ａ班 園 芸 → 畜産(ウシ)→畜産(ブタ) 50人
食農科 Ｂ班 食 品 → 畜産(ブタ)→畜産(ウシ)
機械 9:30～11:30 機械科実習棟2F Ａ班 ｵﾘｼ゙ ﾅﾙｽﾄﾗｯﾌ゚ 作成 → 旋盤体験・溶接体験 50人

電子科 機械科実習棟1F Ｂ班 旋盤体験・溶接体験 → ｵﾘｼ ﾅ゙ﾙｽﾄﾗｯﾌ゚ 作成

商業科 9:30～11:30 総合実践室 Ａ班 オリジナル名刺作成 → パソコン・電卓体験 50人

電子計算機実習室 Ｂ班 パソコン・電卓体験 → オリジナル名刺作成

各学科 ～11:55 閉会行事（体験入学アンケート記入等）

部活動 12:50～14:10 部活動体験は希望者のみです。昼食を持参してください。

※ 12：50までは昼食時間・部活動の見学・施設の見学を行って下さい。

※ 文理科・普通科は，体験学習①・体験学習②の授業を受けます。
※ 畜産食農科は，農場までバスで移動します。前半は「園芸」と「食品」から１科目選択し，
その後２グループに分かれて畜産の授業を体験します

※ 機械電子科・商業科は，２グループに分かれ，両方の授業を体験します。
※ 畜産食農科・機械電子科・商業科は，それぞれの科の状況に応じて，実習・休憩時間を設定します。

５ 持 参 品
筆記用具，上履き，靴を入れる袋，タオル，水筒(水分補給できるもの)
※ 畜産食農科希望者は，あらかじめジャージで開会行事に参加してください。(体育館に更衣室があります。）
※ 機械電子科希望者は，中学校指定の体育服と長袖ジャージ(上下)を持参してください。
※ 部活動体験希望者は，昼食及び中学校指定の体育服等を持参してください。
（詳細は裏面「部活動体験一覧」をよく確認してください）

６ そ の 他
(1) 希望が偏った場合は，人数を調整することがあります。
(2) 希望者の人数により，体験学習の数や内容，持参品が変更になることもあります。
(3）申し込みは中学校の先生を通じてお願いします。
(4) バスの時刻は変更になる可能性もあるため，HP等を活用し各自で再度確認してください。

別紙３



部　　　　　　　　名 時間 場所 連絡事項

※　部活動によっては活動の変更・中止もありえますので，ご了承下さい。

未定

未定

武道館

シューズ・練習着・サポーター等を持参する

12：50～

12:50～

未定 体育館 ※　見学のみとなります。

体験者は体育館シューズ・練習着等の準備をすること

特になし

音楽室

3棟　１F　PC室12:50～

12:10～ ゼミ２ 希望者がいれば説明会をします。

運動できる服装と体育館シューズを持参してください

汚れてもよい服を持参してください

12：50～

女子バレーボール 体育館

弓道場
運動しやすい服装を準備してきてください。
かけを持っている人は持参してください。

運動のできる服装
（雨が降った場合は中止になります）

運動のできる服装と体育館シューズを持参してください。
ラケットを持っている人は持参して下さい。

栄楽公園

運動のできる服装
（雨が降った場合は中止になります）

栄楽公園12：50～

楽器持参できる人は持って来ても良い。
持ってない人は見学のみになります。

12：50～弓道

4 男子バレーボール

8 バドミントン

13 ダンス

5

ソフトテニス（女子）

11 卓球

9

12

10 硬式テニス

16 吹奏楽

17 簿記

体育館
ステージ

2棟1階書道室15 書道

14 カヌー

12：50～

12：50～

グランド

ゼミ室１

中学校体育服・ジャージ・帽子・グローブ・水筒

陸上部の説明会を実施

サッカー用具一式

18 コンピュータ

19 美術

特になし

汚れてもよい服を持参してください

3棟　２F　PC室

美術部12：50～

12：50～

11：55～

12：10～

12：50～

1 硬式野球

3 陸上

令和３年度　曽於高校中学生一日体験入学　部活動体験一覧

7

6

女子バスケ

男子バスケ

※　見学のみとなります。

※　見学のみとなります。

体育館

体育館

未定

未定

どの部活動も皆さんの参加を心待ちにしております。
見学・体験に参加したい部活動があれば，時間・場所・連絡事項をよく確認し，参加申込をしてくださ

い。

グランド

体育館

2 サッカー



曽於高等学校 中学生一日体験入学参加申込書 

令和３年  月  日   

鹿児島県立曽於高等学校 殿         下記のとおり申し込みます 

学校名 組・出席番号 氏
ふり

    名
がな

 

 

      中学校 

 

    組   番 

 

              

第２希望 

まで番号を

記入 

受講希望学科 講座内容 

【  】 文理科・普通科 

※体験学習①・②とも希望順にそれぞれ１～５の番号を必ず記入する

こと。 

【体験学習①】 

  【   】国語   【   】数学   【   】英語  

【   】社会   【   】美術 

【体験学習②】 

  【   】国語   【   】数学   【   】英語 

【   】理科   【   】音楽 

 

【  】 畜産食農科 

・希望するものに○を記入すること。 

【   】食品  【   】園芸 

（曽於高校農場にて） 

・畜産食農科を希望する場合は，下のアレルギーの有無を○で囲み，

有りのときは，その内容を〔  〕に記入すること。 

アレルギー（ 有  無 ） 

 

 

【  】 機械電子科 
 ○ オリジナルストラップ作成 

○ 旋盤体験・溶接体験 

【  】 商業科 
 ○ オリジナル名刺を作ろう！ 

 ○ 先輩が伝授！パソコン・電卓体験 

【参考１】５つの学科の中で特に興味のある学科の番号を右の【   】に記入してください。 

       １ 文理科   ２ 普通科    ３ 畜産食農科    ４ 機械電子科    ５ 商業科  【  】 

【参考２】体験入学当日12:50～14:10まで部活動の体験・見学ができます。裏面を参考にして希望する部活動が

あれば番号を【   】に記入してください。  

※11:55で帰宅する予定の生徒は，番号を記入する必要はありません。 

 １．野球     ２．サッカー   ３．陸上       ４．男子バレー     ５．女子バレー  

 ６．男子バスケ  ７．女子バスケ  ８．バドミントン ９．ソフトテニス(女子) 10．硬式テニス 

 11．卓球     12．弓道     13．ダンス    14．カヌー        15．書道 

 16．吹奏楽    17．簿記         18．コンピュータ 19．美術 

 

＊記入にあたり，裏面《記入の仕方》①～③をよく読んで間違いのないよう記入すること。

【  】  

別紙４ 



≪記入の仕方≫ 

①  受講希望学科の【  】内に，第1希望と第2希望を１，2の番号で記入してください。（第１希望を優先

する予定ですが，希望が偏った場合には，第2希望の学科に変更することがありますので，ご了承下さい。） 

 

②  講座内容の記入について次のことに注意して記入して下さい。 

(ｱ) 文理科・普通科を希望する場合は，体験入学①，体験入学②のそれぞれの講座内容の【   】

に，第 1希望から第５希望まで 1，2，3，4，5の番号を必ず記入して下さい。 

（状況によっては，第１希望の講座にならないこともありますので，ご了承下さい）。 

(ｲ)  畜産食農科を希望する場合は，食品か園芸の講座を選択します。希望する方の【   】

に○を記入してください。また，畜産食農科の体験を希望する場合（畜産食農科を第 1 希望・

第 2希望のいずれかにした場合）は，動物及び食物アレルギーの有無を必ず記入して下さい。

農場まではバスで移動します。  

 （状況によっては，希望どおりの講座にならないこともありますので，ご了承下さい）。 

(ｳ) 機械電子科・商業科は， 2 グループに分かれ，両方を体験します。したがって,

機械電子科，商業科はそれぞれの学科の全ての講座を受講するため，講座内容の希望を書く必

要はありません。 

 

③ 部活動の体験・見学については，日程上の都合で見学・体験が実施できない部活動もありますが，

曽於高校ホームページに各部活動のより詳しい情報が載っていますので，是非ご覧下さい。 

 

   ※【参考】の欄への番号記入もお願いします。  

※  体験入学の希望者数の関係で，講座数や内容が変更になることがあります。  



必要な資料をコピーしてお使いください。

財部方面

バス停 時刻 バス停 下校

財部駅 7:40 曽於高校前 14:33

公民館 7:41 末吉小前 14:34

旧財部高校前 7:42 向江 14:35

森林組合前 7:44 末吉仲町 14:36

蓑原 7:45 末吉本町 14:37

柳井谷 7:46 ナンチク前 14:40

柳迫 7:48 木原商店前 14:41

国原中央 7:50 深川西前 14:42

宇都之上 7:51 山中貞則顕彰前 14:43

鶴巣商店前 7:52 鶴巣商店前 14:44

山中貞則顕彰前 7:53 宇都之上 14:45

深川西前 7:54 国原中央 14:46

木原商店前 7:55 柳迫 14:48

ナンチク前 7:56 柳井谷 14:50

末吉本町 7:59 蓑原 14:51

末吉仲町 8:00 森林組合前 14:52

向江 8:01 旧財部高校前 14:54

末吉小前 8:02 公民館 14:55

曽於高校前 8:03 財部駅 14:56

路線バス　曽於市思いやりバス

登　　校 下　　校
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都城方面

バス停 時刻 バス停 時刻

都城 7:40 曽於高校前 14:15

都城駅 7:42 (末吉)小学校下 14:16

北原町 7:43 向江 14:16

小松原 7:44 末吉仲町 14:16

前田町三丁目 7:45 末吉本町 14:17

前田町二丁目 7:46 末吉駅跡 14:18

中央通り 7:47 森田橋 14:19

広口 7:49 高見堂 14:20

西都城 7:50 高見堂入口 14:21

広口 7:51 有里入口 14:22

市役所前(都城) 7:53 上今町 14:23

甲斐元 7:54 今町局前 14:24

東甲斐元 7:54 今町小前 14:24

大岩田 7:56 下今町 14:25

上大岩田 7:58 瀬ノ口 14:26

瀬ノ口 7:59 上大岩田 14:27

下今町 8:00 大岩田 14:29

今町小前 8:01 東甲斐元 14:31

今町局前 8:01 甲斐元 14:31

上今町 8:02 市役所前(都城) 14:32

有里入口 8:03 広口 14:33

高見堂入口 8:04 中央通り 14:34

高見堂 8:05 前田町二丁目 14:35

森田橋 8:06 前田町三丁目 14:36

末吉駅跡 8:07 小松原 14:37

末吉本町 8:08 北原町 14:38

末吉仲町 8:09 都城 14:40

向江 8:09

(末吉)小学校下 8:09

曽於高校前 8:10

登　　校 下　　校

路線バス　鹿児島交通（都城～鹿屋線）



野方・月野方面

バス停 時刻 バス停

野方 6:40 曽於高校前 12:15 13:25
野方東 6:41 菅渡 12:16 13:26
後迫 6:42 高松 12:16 13:26
北別府入口 6:43 東高松 12:17 13:27
芝用 6:45 池山 12:18 13:28
上平野 6:46 大園 12:20 13:30
平野 6:46 岩北小入口 12:21 13:31
山重 6:47 岩崎郵便局前 12:22 13:32
大鳥峡 6:50 土成新城 12:23 13:33
畜産団地入口 6:50 宮原 12:24 13:34
岩元 6:51 中森園 12:26 13:36
中村橋 6:52 岩川局前 12:27 13:37
川久保 6:53 岩川 12:28 13:38
月野小入口 6:54 裁判所入口(岩川) 12:29 13:39
月野 6:55 鳴神入口 12:31 13:41
中野 6:56 県改良研究所前 12:32 13:42
持留 6:56 八合原中央 12:34 13:44
竹山 6:58 竹山 12:35 13:45
八合原中央 6:59 持留 12:37 13:47
県改良研究所前 7:01 中野 12:37 13:47
鳴神入口 7:02 月野 12:38 13:48
裁判所入口(岩川) 7:04 月野小入口 12:39 13:49
岩川 7:05 川久保 12:40 13:50
岩川局前 7:06 中村橋 12:41 13:51
中森園 7:07 岩元 12:42 13:52
宮原 7:09 畜産団地入口 12:43 13:53
土成新城 7:10 大鳥峡 12:43 13:53
岩崎郵便局前 7:11 山重 12:46 13:56
岩北小入口 7:12 平野 12:47 13:57
大園 7:13 上平野 12:47 13:57
池山 7:15 芝用 12:48 13:58
東高松 7:16 北別府入口 12:50 14:00
高松 7:17 後迫 12:51 14:01
菅渡 7:17 野方東 12:52 14:02
曽於高校前 7:18 野方 12:53 14:03

登　　校

路線バス　鹿児島交通（登校　岩川・末吉駅跡ゆき）
　　　　　（下校　鹿屋ゆき）

時刻

下　　校



岩川・松山・志布志方面

バス停 時刻 バス停
志布志駅前 7:15 曽於高校前 13:00 14:20
志布志駅上 7:16 菅渡 13:01 14:21
新町(志布志) 7:17 高松 13:01 14:21
志布志高校前 7:19 東高松 13:02 14:22
稚児松 7:20 池山 13:03 14:23
中宮 7:22 大園 13:05 14:25
馬場園 7:23 岩北小入口 13:06 14:26
安良 7:24 岩崎郵便局前 13:07 14:27
山宮神社前 7:25 土成新城 13:08 14:28
岩戸 7:26 宮原 13:09 14:29
安楽 7:29 中森園 13:11 14:31
曲瀬 7:30 岩川局前 13:12 14:32
本村 7:33 岩川 13:13 14:33
ならが原 7:34 裁判所入口(岩川) 13:14 14:34
山之口 7:36 鳴神入口 13:16 14:36
伊崎田 7:36 県改良研究所前 13:17 14:37
字尾 7:38 有村 13:17 14:37
宝永入口 7:40 志柄 13:19 14:39
茗ヶ谷 7:41 大田尾 13:21 14:41
高時 7:43 松山駅跡 13:22 14:42
松山新橋 7:46 松山新橋 13:23 14:43
松山駅跡 7:47 高時 13:26 14:46
大田尾 7:48 茗ヶ谷 13:28 14:48
志柄 7:50 宝永入口 13:29 14:49
有村 7:52 字尾 13:31 14:51
県改良研究所前 7:52 伊崎田 13:33 14:53
鳴神入口 7:53 山之口 13:33 14:53
裁判所入口(岩川) 7:55 ならが原 13:35 14:55
岩川 7:56 本村 13:36 14:56
岩川局前 7:57 曲瀬 13:39 14:59
中森園 7:58 安楽 13:40 15:00
宮原 8:00 岩戸 13:43 15:03
土成新城 8:01 山宮神社前 13:44 15:04
岩崎郵便局前 8:02 安良 13:45 15:05
岩北小入口 8:03 馬場園 13:46 15:06
大園 8:04 中宮 13:47 15:07
池山 8:06 稚児松 13:49 15:09
東高松 8:07 志布志高校前 13:50 15:10
高松 8:08 新町(志布志) 13:52 15:12
菅渡 8:08 志布志駅上 13:53 15:13
曽於高校前 8:09 志布志駅前 13:54 15:14

路線バス　鹿児島交通（登校　岩川・末吉駅跡ゆき）
　　　　　　（下校　志布志ゆき）

登　　校 下　　校

下校


