
　宮崎南高等学校は、昭和３７年に開校し、今年で創立６１年目を迎える県内でも有数の歴史と伝統のあ
る学校です。２万６千人を超える卒業生は、有為な人材として、社会の様々な場面で活躍しています。
本校は、文武両道を目指す進学校です。皆さんの可能性を大きく広げるために、次のような特色をいかして、
本校の校章にかたどられている鵬（おおとり）のように未来に羽ばたく人材を育成していきます。

　英語には、The sky’s the limit. という表現があります。直訳すると「空が限界だ」という意味になり
ますが、逆に言えば「空までは限界はない」ということになります。The sky’s the limit. は「君に限界
なんてないんだ」ということです。
　中学生の皆さん、宮崎南高等学校で自分の限界に挑戦し、大きく羽ばたいてみませんか。

学校長

● 産学官連携による都市型コミュニティ・スクール
● 普通科・フロンティア科の２つの選択肢
● ２学科全生徒対象の探究的な学習
● 複数の大学との連携した学び
● 県内唯一の 55分授業
● 生徒主体の学校行事
● 県内最多の選べる部活動
● ボランティア活動による地域貢献
● 県教育委員会による先進的教育研究指定（教育の情報化）

－ 学校案内 2023 －

宮崎県立
宮崎南高等学校

MIYAZAKI MINAMI 
HIGH SCHOOL GUIDE 2023

普通科・フロンティア科

宮崎南高校公式キャラクター
「みなぴょん」
宮崎南高校公式キャラクター
「みなぴょん」

・九大農学部現役合格・今年も医学部医学科現役合格
・中学生の皆さんの「なりたい自分」探しを徹底サポート
・学びの中心地・魅力的な立地で充実したスクールライフ

南高校のよさを皆に
伝えていくぴょん！

宮崎県立 宮崎南高等学校

URL: https://www.miyazaki-c.ed.jp/miyazakiminami-h/

〒880-0926　宮崎市月見ヶ丘5丁目2番1号
TEL 0985-51-2314 / FAX 0985-51-0607
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《令和 4 年度　部・同好会一覧》
【体育部】陸上、体操、新体操、水泳、バスケットボール、バレーボール、卓球、ソフトテニス、テニス、サッカー
　　　　 ソフトボール、ハンドボール、剣道、弓道、バドミントン、野球、フェンシング、なぎなた

【文化部】音楽、美術、書道、華道、茶道、吹奏楽、生物、放送、演劇、百人一首、ユネスコ、写真、将棋、ディベート、文芸
【同好会・生徒会】物理、図書、新聞、マスコット（みなぴょん）、生徒会、応援団、チアリーディング

大学進学実績 部 活 動 実 績
RESULTS OF UNIVERSITY EXAMINATIONS R E S U LT S  O F  C L U B  A C T I V I T I E S

令和３年度実績

国公立大学 105 名 私立大学 237 名 合格
文系・理系を問わず、県内屈指の実績。１人１人に寄り添った
指導があなたの進路を実現します。

文 武 両 道
南高校生徒　挑戦と実績

輝く 3 年間を実現　　できる理由がある
　詳しくは　　次ページへ

過去３年間の実績（左表以外の大学）

　充実した学校生活を送りながら確かな
　学力を身に付ける。
　 充実した学校生活によってスクールライフを楽しみながら  
     難関大学（学部・学科）・学部を目指せるのが南高校の魅力。

地元宮崎の大学に強い南高校地元宮崎の大学に強い南高校。。
九州の大学にも強い。九州の大学にも強い。

全国レベルを輩出し続ける南高校。

運動部・文化部ともに、高校３年間を充実させることのできる部活動が揃っています！

地元回帰志向の高まる近年。南高校は、宮崎県をはじ
め九州各県への進学で結果を出しています。

【国公立大学】　

筑波大学、北見工業大学、群馬大学、東京学芸大学、静岡大学、大阪大学、広島大学、
山口大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、九州工業大学、福岡教育大学、鹿屋体
育大学、東京都立大学、都留文科大学、高崎経済大学、名古屋市立大学、大阪公立
大学、兵庫県立大学、下関市立大学、山口東京理科大学、福岡県立大学、北九州市
立大学、長崎県立大学、熊本県立大学、名桜大学、他

 【私立大学】
青山学院大学、明治大学、法政大学、東京女子大学、中央大学、専修大学、日本大学、
同志社大学、立命館大学、関西大学、関西学院大学、福岡大学、西南学院大学、久
留米大学

宮崎大学………………… 133 名
九州大学…………………… 1 名
大分大学……………………15 名
佐賀大学…………………… 5 名
長崎大学…………………… 8 名
熊本大学……………………12 名
鹿児島大学…………………32 名
琉球大学…………………… 4 名
北九州市立大学……………15 名
宮崎公立大学………………31 名
宮崎県立看護大学…………13 名

大学との連携によるハイレベルな学習の様子。

九州内、過去３年間の実績

最適な部活動環境と全国レベルの指導が南高生の
心身を鍛える！

令和４年度全国高等学校総合体育大会 女子団
体・男子団体・個人 7 名出場　
九州大会個人 11 名出場

令和４年度全国高等学校総合体育大会 個人 1
名出場　九州大会男子団体出場

令和４年度全国高等学校総合文化祭出場

令和４年度全国高等学校総合体育大会 女子団
体・個人 4 名出場

令和４年度第 46 回全国高等学校総合文化祭
出場

令和４年度全九州高等学校総合体
育大会　男子団体出場

令和４年度全国高等学校総合体育
大会団体出場

令和４年度宮崎県高等学校総合体育大会 4
位　第 89 回皇后杯全日本バスケットボー
ル選⼿権大会 宮崎県代表決定戦　出場

令和４年度全国高等学校総合体育大会 個人 3
名出場　南九州大会 12 名出場

令和４年度全九州高等学校総合体育大会　
女 子 800M リ レ ー 出 場　 九 州 大 会 男 子
400M リレー・個人 2 名出場

令和４年度第 69 回 NHK 杯全国放送コンテ
ストアナウンス部門出場

フェンシング部フェンシング部

弓道部弓道部

吹奏楽部吹奏楽部

野球部野球部 男子バレーボール部男子バレーボール部 男子ハンドボール部男子ハンドボール部

なぎなた部なぎなた部

書道部書道部

男子バドミントン部男子バドミントン部

陸上部陸上部 水泳部水泳部

放送部放送部

体操部体操部 女子バスケットボール部女子バスケットボール部

県内トップレベルの
部活動数！

＼見てほしいぴょん／

★今年も医学部医学科に現役合格。
★九州大学農学部に現役合格。

県内・県外へと羽ばたいて行く南高校　　 のみんな、とても活躍しているぴょん

競技力強化指定校指定部〈令和元年より〉　フェンシング部　新体操部　なぎなた部

令和４年度全国高等学校総合体育大会 団体・
個人 1 名出場　九州大会団体・個人 2 名出場

新体操部新体操部
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中学生のあなた 南高校の 3 年間 なりたい自分

知識・技能

思考力・判断力・
表現力

言語能力

情報活用能力

問題発見・解決能力

Question
どうしてハイレベルな
文武両道が実現可能なの？

＼「なりたい自分」を目指せる。それが南高校。／

Answer
南高校では…生徒 1 人 1 人が
主役だからです。

鵬祭体育の部
鵬祭体育の部では競技や応援に
参加することで友達との絆を深
めることができます。

生徒も先生も同じ方向に向かっているか
ら安心した学校生活を送ることができま
す。
生徒と先生の仲の良さも南高校らしさの
1 つです。

地域や県内企業・近隣大学の協力で充実
した探究活動やボランティア活動の実績
があります。

ICT 端末を活用した授業の展開は他校よ
り 1 年はやい南高校。1 年分多いノウハ
ウで授業を生徒 1 人 1 人に最適化できる
よう絶えず研究しています。

多くの高校は 50 分授業ですが、南高校
ではプラス 5 分で授業が充実します。
55 分授業で生じる夕方の自由な 40 分
は学習理解を深めるチャンスです。

部活はもちろん学習面でも全国の難関大
学に導いてくれる指導者があなたの夢を
サポートします。

鵬祭文化の部
鵬祭文化の部では歌ったり演じ
たり、自分らしく輝けます。

鵬イノベーションコンテスト（1 年）
答えのない問いに 1 年間、研究で
向き合いながら最適解を探す活動
は、最後にポスターで発表します。

4 校定期戦では全校生徒が一丸と
なって本校野球部を応援します。
スタジアムに響く校歌と声援は
一生の思い出になります。

例えば…例えば…

★他にも探究学習や部活動、ボランティア活動で自分らしく輝く生徒が多数います。★

南高校で
身につくスキル

＼なりたい自分／

何をしよう？
どんな将来を目指そう？

自分で考え、自分で学び
自己を高め挑戦する姿勢を育む

進路実現・部活動実績・学校行事
ボランティア・校外活動

生徒の「なりたい自分」を支える南高校の5つの魅力　

校訓「誠實・創意・氣魄」
都市型コミュニティ・
スクールのメリット

1 コマ 55 分×６時間の授業

圧倒的な安心感。
南高校の教師陣。

ICT を活用した先進的
取組実績

乗りこなせ！南高校の自由な学び！Mission 
「なりたい自分」を実現するために、南高校では生徒 1 人 1 人が自分らしく学
べる環境を用意しています。

あなた自身の疑問や知的欲求ときちんと向き合える仕組みがあるのが南高校の強みです。日頃の授業や部活動において自律
する姿勢を育みながら、自由な学びを乗りこなし、一緒に勉強の仕方を学んでいきましょう。

授業中の「あと5分」で1時間の復習をしたり小テストをしたり、
難易度の高い問題に挑戦するなど授業が充実します。また、5分
の余裕で先生たちの解説や生徒同士のグループワークにかける
時間を延ばすことも可能です。更に、他校と比べ30分早く学校が
終わるため、空いた時間で自分の進路実現に向けた自由な学びを
自分で設計できます。

南高校の探究活動では、地域に特化した「地域課題研究」から地域
資源の新しい価値を見出す力を育成し、価値を発信するための行
動力・実践力も育みます。答えのない時代だからこそ、自分の知識
や経験を友人と持ち寄り協働学習することで変化が当たり前の
社会を生き抜く力を身に付けます。自ら設定した課題を解決する
ために地元企業や大学へ連絡を取り調査・実験をする活動は、生
徒たちの学習意欲も高めます。

令和4年度から実施している南高校の新しいカタチ「都市型コミュニ
ティ・スクール」は、地域や地元企業、学校が一緒になって生徒の成長を
サポートする取組です。県内大学や自治体、企業に関わりながらあなた
の可能性を広げつつ、地域の魅力や可能性、課題を見つけ、解決するこ
とで考える力を身に付けられます。校内ではボランティアの募集も随
時しているので自分の興味に合わせて地域と関わることが可能です。

授業の小テストや予習・復習、アンケート作成・回答など幅広い場
面で自分のタブレット端末を利用することができます。先生が作
成した解説の確認や、インターネットで探した解説をもとに自分
の疑問を「分かった！」に変えつつ、いつでもクラスの友人と考え
方を共有したり、アドバイスし合ったりできる環境を整備してい
ます。オンラインによる授業配信でコロナ禍の自宅待機期間も安
心して学習できました。

自由な学びに
制限なし！

南高校の5つの魅力で生み出す「4つの自由な学び」があなたを主役にする。

● 55 分授業が生み出す自由な学び
● 地域コミュニティが生み出す自由な学び
● 探究活動が生み出す自由な学び
● ICT 活用が生み出す自由な学び

♦ 55分授業

♦探究活動

♦地域コミュニティ

♦ ICT 活用

自
分
に
自
信
を
持
っ
て

卒
業
で
き
る
ぴ
ょ
ん
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南高校の先生たちは生徒・保護者のそのような不安に寄り添うために日々研修・研究しています！

「なりたい自分」を目指せる。それが南高校。
でも…中学生の私は「なりたい自分」が分からない。

以下は、先生たちの研究資料を参考に図説化しています。

生徒・保護者

変動性？ 複雑性？

不確実性？ 曖昧性？

南高校なら、
「なりたい自分」が見つかる！

将来の予測が困難な
先行きが不透明な時代

自己実現に向けた
自立のための
サポートが充実！

安
心
だ
ぴ
ょ
ん
☆

大学入試だって未来を
見据えて変わってきています。

共通テスト：より思考力・判断力を問う問題へ
推薦・総合型選抜：探究活動や課外活動を評価
2025年1月から大学入試共通テスト入試に「情報」
が追加

入試の変化からも思考力・判断力・
表現力、自分から主体的に学ぼう
とする姿勢、そしてそれらを支え
る知識・技能が必要とされている
ことが分かります。

だからこそ南高校の先生たちは次のようなミッションを
抱え、日々生徒の「なりたい自分」と向き合いながら、
学習や部活動といったあらゆる教育活動の中で生徒をサ
ポートしています。

私たちの未来は、きっと複雑で変動的。
ぼんやりと曖昧なうえに見通しが立たないから不確実だ。

南高校が掲げるスクール・ミッションはこちら。（スクール・ミッション一部抜粋）

先生と友人と、「未知」を突破

するための一歩一歩を進め

ながら成長できる。

だから南高校はおもしろい。

子供たちの
自己実現を支えたい

学びの成果を学びの場
を提供してくれる地域
に還元したい

先輩方にも自慢できるような後輩を輩出したい

送り出してくれた中学校に生徒の
活躍を伝えたい

保護者の
想いに応えたい

宮崎の未来を 

より良くしたい

Society5.0

将来への
不安

AI に置き換えられる職業？

先の見えない未来への不安

毎日が探究。毎日が発見。毎日が探究。毎日が発見。
伸びる生徒、教師と一緒に。伸びる生徒、教師と一緒に。

学びの
中心地、
南高校。

教員志望の高校生や大学生の学びの場
｢教師みらいコース｣を開催するなど、宮崎の学び
の中心地として南高校は地域に貢献しています。

｢学びの中心地｣である南高校。
つまりそれは、あなたにとっての｢挑戦しやすい環境｣だ。

まだまだある南高校の魅力。先進的な研究で教育の情報化へ積極的に挑戦中！

※それぞれの時間は、自転車による移動で
　南高校から目的地までにかかる時間の目安です。

BYADとはBring Your Assigned Device
のことで、各学校で選定した端末を生徒が授
業やその他の教育活動に持ち込み、使用する
ことです。急速に変化している情報化社会に
対応できる人材育成に挑戦します。

インターネットで接続した遠隔授業で県内他
校の生徒と一緒に学習する学校間連携の取
組です。遠く離れた学校の生徒との協働作業
と学習が可能です。

学びの場を机上だけでなくインターネット上に
も展開しています。生徒がオンラインでアンケー
トを取ったり、自分の活動実績を記録したり、
模試の結果を確認するなど授業以外にも進路
実現に役立つツールとして活用できます。

宮崎市役所
3.6㎞（約12分）

県内企業
（企業による）

宮崎公立大学
5.5㎞（約20分）

宮崎大学
8.2㎞（約30分）

宮崎市立図書館
4.2㎞（約15分）

宮崎県立看護大学
4.4㎞（約15分）

BYAD　
宮崎県教育委員会指定研究

BYAD研究モデル校
（県内４校のうちの１校）

文部科学省委託事業
COREハイスクール

ネットワーク構想への参加

3つのクラウドサービス
Google Workspace,

 Microsoft 365, 
Classiを活用

自転車で行ける。
校外に溢れる学びの機会。

地域ボランティア活動地域ボランティア活動 中高合同演奏会中高合同演奏会

大学教授への質問大学教授への質問 企業・市役所訪問企業・市役所訪問

学校で学んで、校外で学んで。深まる理解があなたの｢もっと学びたい｣を生み出します。

南高校

GO!
   GO!

県北・県南・県西からのアクセスも良好。通学時間がまとまった学習の時間になる!?バス近・駅近

地域の教育資源を幅広く活用した探究的な学びを重視し、郷土愛を育みながら、接続可能な社会の創り手と
しての視点をもった次世代リーダー及び地域社会や国際社会に貢献できる人材の育成を目指す学校　
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普 通 科 フロンティア科
General Course Frontier Course

走れ、新時代の最前線。基礎・基本から未来を設計せよ。

  新時代を 切り拓く、
  ２つの  選択肢

2年普通科

松田　七海さん　

2年フロンティア科

猪原　如帥さん　

3年普通科

長友　　和さん　

広島大学文学部

生駒　洸人さん　

 九州工業大学情報工学部

小平亜希菜さん　

2年普通科

本田　彩斗さん　

2年フロンティア科

岩下　真桜さん　

3年普通科

中村　綾汰さん　

3年フロンティア科

里見　優太さん　

鹿児島大学農学部

藤野　知輝さん　

九州大学農学部

　俣　　遼さん　

青山学院大学地球社会共生学部

内山　恵莉さん　

2年普通科

川添　瑠香さん　

2年フロンティア科

江夏　慶祥さん　

3年普通科

福島　苺那さん　

3年フロンティア科

投山　璃桜さん　

油津中学校出身 大淀中学校出身

清武中学校出身

清武中学校出身
令和３年度卒業

宮崎中学校出身
令和３年度卒業

赤江中学校出身
令和３年度卒業

木花中学校出身
令和３年度卒業

宮崎第一中学校出身
令和３年度卒業

大塚中学校出身 赤江東中学校出身

赤江東中学校出身 本郷中学校出身

加納中学校出身 宮崎中学校出身

吾田中学校出身 本郷中学校出身

南高校を選んで本当に良
かったと思っています！南
高校は生徒数が多いので、
毎日のように新しい出会いがあり、人との繋がり
が広がります。学習面では、日々課題が授業に
沿った内容になっていて、毎日自力で解くと、着
実に力が付いていきます！また、探究学習も充実
しており、自ら課題を見つけ、解決していくとい
う現代社会に必要な力を身につけることもできま
す！

南高校には自主学習の環
境が整っており、試験前を
はじめいつでも勉強を行う
ことができ、部活との両立がしやすい学校だと思
います。また「大学との連携」も南高校の魅力
です。南高校では 2 年生になると、各志望のテー
マに合わせて宮崎県内の大学と連携し課題研究
を進めることができます。それにより、深くまで
研究を行うことができ、自分だけではできないよ
うなことを体験できるのでとても充実します。

私は南高校に入って満足し
ています。理由は、気の合
う友達がたくさんでき、お
互いに刺激し合いながら毎日楽しく勉強できてい
るからです。先生方が熱心に「わかりやすい授業」
をして下さり、授業後には気軽に質問にも行くこ
とができます。中学校までは勉強の段取りが悪
かったけど、高校生活を通して、今では勉強の
具体的な計画を立てて、それを実行できるよう
になり、自分の成長を感じています。

南高校は家から一番近い
高校で、登下校に費やす時
間を別のことに効率よく使
えると思い受験しました。また、夏のオープンス
クールでの歓迎演奏や体験授業を通して感じた
学校の明るい雰囲気が好印象でした。入学し 3
年になる頃には、よく下校時刻まで学校に残り勉
強していました。南高校は勉強だけでなく、文化
祭や体育祭などの行事にも皆で積極的に取り組
む活発な学校だったので楽しい 3 年間でした。

私は、オープンスクールで
感じた雰囲気のよさが決め
⼿で受験しました。あと制
服が可愛かったからです。在学中、塾には通って
おらず平日は 19 時まで志鵬室、休日は自習室で
勉強する等、環境に気を配っていました。クラス
の友人が勉強している姿も刺激になりました。高
校は中学よりも自由度が高まり授業も深く学べる
ので充実しています。受験勉強は大変ですが、
高校生活を想像しながら頑張ってくださいね。

南高校では、トリコン、課
題研究で宮崎の課題や改
善点について考え、さらに
出前講座やひむか共創人材育成塾などで、専門
の方の意見も聞くことができます。宮崎について
詳しく知ることができ、自分の学びが繋がってい
くので、成長を感じることができます。南高校で
は校外の方と関わる機会、自分の進路や興味の
ある分野に触れる機会が多く、自分とは違う視
点から意見を聞くことができ視野が広がります。

親身になってくださる先生
方や勉強・部活でも一緒
に高め合える友達などがい
て、毎日充実した日々を送っています。南高校は
部活動が盛んで、勉強面でも先生方の授業や模
試対策の課題などで学力も身につきます。私は
時間の有効活用を意識するようになりました。各
教科の課題は早めに配られるので、私は休み時
間や部活前の放課後など、隙間の時間を使って
課題を終わらせるようにしています。

南高校は、学年関係なく仲
が良く、毎日中身の濃い授
業と部活動で意識の高い仲
間と切磋琢磨しあうことができます。楽しい行事
も盛り沢山です。私は高校生になり、質の高い自
学自習ができるようになったと思います。中学の
頃、はっきりと夢は未確定でしたが、図南の課題
研究で、社会に出る上で必要なことを学びました。
その経験を通し、今では日本や世界で困っている
人の支えとなる仕事を夢見ています。

４月にある遠足や四校定期
戦、９月の鵬祭など行事が
沢山ありとても満足してい
ます。また、ハイレベルな文武両道の環境に、
刺激を受けて頑張ることができています。１日中
英語だけを使って研究発表などをする学校行事

「イングリッシュデイ」を通じて、会場である宮
崎国際大学で実際に英語を使い会話をすること
の難しさを学ぶことが出来ました。このように南
高校には充実した学校生活が沢山あります。

私が南高校の受験を決定
した理由は、兄の通う学校
で家から近かったからとい
うものでした。実際に入学すると、南高校は生徒
主体のイベントと勉強できる環境が充実していま
した。私は在学中、学習の予定表をノルマにし、
スマホは使う時間を決めて勉強していました。計
画的に行動できるという面で、人間性を鍛える上
でとても良い高校だったと思います。

南高校は自学する環境が
整っており、自分から学習
に向かう意識がある人であ
れば先生方は惜しみなく補助してくださると思い
ます。私は休日や平日放課後に課題＋自学をする
際、教え合いや何でもない日常会話で息抜きで
きる友人にも恵まれました。高校受験をする皆さ
ん、入学した後に自分が何をしたいのか、何をし
なければならないのかを考えながら今の勉強に取
り組んでください。応援しています。

南高を受験したのは勉強以
外にも、部活動や探究活
動などに力を入れていたか
らです。これまで出来なかったことを自由に思いっ
きりやってみたいと思い受験しました。南高校は
一言で言うと「卒業後も入学したことを後悔しな
い学校」だと思います。勉強だけでは身につかな
いような想像力や協調性を、探究活動などを通し
て学ばせてもらえたと思います。

ボランティアや講座の募
集、成績を上げるための
様々な仕掛けなど、生徒が
頑張れる環境を先生方が作ってくださっていま
す。また、私は南高校で部活動の練習への姿勢
の面で成長しました。レベルの高い全国大会で、
初心者の自分が勝ち上がる為に、すごい実績を
もっていらっしゃる部顧問の先生から盗めること
はないかなどを常に考えて行動できるようになり
ました。

南高校は、探究活動という
生徒自身の力で課題を見つ
け解決を目指す授業があり
ます。そこでは地域の方々や大学の先生方、ま
た様々な企業の方と交流することができ、班のメ
ンバーと協力したりできるので、学校生活の楽し
みの一つとなっています。南高校は勉強しやすい
環境が整っていると思います。校内に自習スペー
スが多く設置されているので、学習環境について
心配することはほとんどないと思います。

南高校には部活と勉強の両
立を頑張っている友達が多
くいて、良い刺激を受けな
がら互いに切磋琢磨できます。1 年生の時の鵬コ
ンテストで様々な企業からの課題に対して解決策
を自分で考えるという活動がありましたが、自分
が普段は考えない地域の問題点や現状に目をつ
けることができました。このような経験は大学入
試における推薦入試や将来、就職して働くときに
生きてくると思います。

南高校は企業や大学との連
携があり、「探究活動」へ
の力の入れ方が格段である
と感じます。また、私は各教科の小テストや予習
にかける時間、日々課題を早く終えるための工夫
を意識しています。隙間時間の活用、時間の使
い方を意識し計画的に行動するようになり、自分
の勉強や趣味に費やす時間を作れるようになりま
した。その過程で毎日机の前に座るということが、
習慣化されるようになったと感じています。

1年普通科

矢野　正明さん　

 1年フロンティア科

髙口　楓華さん　
生目台中学校出身 宮崎中学校出身

南高校は学習環境が整っ
ていて、勉学に集中しなが
ら部活動にも精一杯取り組
むことができます。僕は中学生の時に比べ、圧
倒的に勉強時間が増えました。また、四校定期
戦で市内県立 4 校での野球の試合を応援したこ
とで、団結力の大切さを知りました。大学進学
を目指しつつ楽しい日々を送っています。

校外研修や出前講座など、
将来の視野を広げられる機
会がたくさんあります。勉
強面では、先生に質問をしに行くと親身に教えて
くださる点が良いと思います。学校行事での国
際交流会や校外研修では、様々な大学や職場に
伺い、自分が思い込んでいたことや知らなかった
ことを沢山知ることができ、「先入観で物事を決
めつけてはいけない」点を学ぶことが出来ました。

1年普通科

川原　美優さん　

1年フロンティア科

松永　満彦さん　
赤江中学校出身 本郷中学校出身

南高校では 55 分授業や南
セミナーが行われており、
勉強時間が充実していま
す。また勉強を熱心に教えてくださる先生が沢山
いる点も南高校の良さだと思います。私が成長
したと思うことは「自分から勉強するようになっ
た」ことです。高校では課題の量も多く、内容も
難しくなるので、最近は勉強に力を入れています。
親に言われる前に机に向かうようになったので、
成長したなと思いました。

テスト前の放課後や休日に
自習できる環境があるので、
すごく勉強がはかどります。
授業もわかりやすいので、南高校に来て満足して
います。日々の課題のおかげで、基礎学力が身に
つきました。自習環境が整っているので、よく勉
強するようになり、学ぶことの楽しさを感じるよう
になったことが成長した点だと思います。総合科
学の時間では、講話を聞き宮崎の良さや課題に
ついて知り、様々な分野について学べます。

1年普通科

田村　太亮さん　

1年フロンティア科

山田　紘加さん　
宮大附属中学校出身 加納中学校出身

部活の先輩が優しくて南高
校に来て良かったと思いま
す。同じ中学校ではない人
ともすぐ友達になれたのも嬉しかったです。先生
たちはとても優しく気軽に質問できるし、分から
ない人や授業についていけていない人がいても、
見捨てず先生や生徒が寄り添ってくれる雰囲気
があります。初めは、同じ中学校の人がいなくて
友達ができるか不安でしたが勇気を出して話しか
けたら友達ができました。

南高校では、先生に質問し
に行くと丁寧に教えてくだ
さいます。他にも部活動の
種類が豊富で初心者でも入部しやすいです。南
高校の強みはやはり「５５分授業」です。５分長
いことで授業の復習をし、宿題を進めるなど自分
の時間として活用することができるので、理解力
を高めることができます。私は多くの課題と部活
動を両立しながら学習習慣を身につけることがで
きました。

２年次から「文系」「理系」に分かれ、３年次では進
路目標に応じたコースに進みます。

普 

通 

科

共
　
通

文系 国公立文系コース
私立文系コース

理系 国公立理系コース
（私立理系、医療系学科にも 対応）

２年次から「文系」「理系」、理文混合の「探究コース」に分
かれ、少人数授業などのきめ細かな学習指導を行います。

共
　
通

探究コース

理系コース

文系コース

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
科

南高校には良い学習環境と君を支
えてくれる仲間が揃っているぴょん。 南高校での毎日が、深く学

ぶ機会になってるぴょん！

生徒の意欲に応えられる環境や先生
が南高校には揃っているんだぴょん！

ハイレベルな文武両道を成し遂げる南高校は、学校行事もハイレベルだぴょん！
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南高校生の一日

07：35 …………………………… 登校
07：40〜08：25 ………………… 朝補習
08：30〜08：40 ………………… 朝の読書
08：40〜08：50 ………………… SHR
08：55〜09：50 ………………… １時限
10：00〜10：55 ………………… ２時限
11：05〜12：00 ………………… ３時限
12：00〜12：45 ………………… 休憩
12：45〜13：40 ………………… ４時限
13：50〜14：45 ………………… ５時限
14：55〜15：50 ………………… ６時限
15：55〜16：05 ………………… 清掃
16：10〜16：20 ………………… SHR

★16：20〜17：00 ……… 自由時間
17：00〜19：00 ………………… 部活動
19：15〜 ………………………… 帰宅

先輩たちの
放課後の使い方。

自分らしく勉強できる南高校。先輩
たちは放課後の自由な時間に「やり
たいこと」をやって自分らしく成長し
ています。

４月 10月５月 11月６月 12月７月 １月８月 ２月９月 ３月

・入学式
・第１回面談期間
・四校定期戦
・PTA総会
・朝補習開始
・遠足

・中間テスト
・鵬ドリカム講座
・教育課程説明会
・第２回面談期間
・教師みらいコース③

・身体計測
・中間テスト
・交通教室
・県高校総体

・芸術鑑賞教室
・第２回授業公開
・教師みらいコース④
・期末テスト

・生徒総会
・土曜学習会
・第１回授業公開
・3年学年PTA
・期末テスト

・九州高校総合文化祭
・生徒研究発表大会
・修学旅行（国内・海外）
・鵬イノベーション
 コンテスト
・終業式

・教師みらいコース①
・クラスマッチ
・家庭訪問・面談期間
・特編授業
・終業式
・九州高校総体

・始業式
・第２回南模試
・大学入学共通テスト

・全国高校総体
・オープンスクール
・３年学習会
・始業式
・鵬祭（文化の部）

・土曜学習会
・学年末テスト
・国公立大学前期試験

・鵬祭（体育の部）
・第１回南模試
・教師みらいコース②
・県高校総合文化祭

・卒業式
・駅伝長距離走大会
・国公立大学後期試験
・終業式
・離任式

＼駅チカ、バスチカ、カフェチカで充実したスクールライフ／＼駅チカ、バスチカ、カフェチカで充実したスクールライフ／

電車通学の移動時間を使って暗記系
科目の勉強をする生徒もいます。
文武両道のために、計画を立て上手
に勉強時間を作っている生徒が多い
のも南高校らしさと言えます。

南高校近隣図

近隣にはニトリモールや宮交シ
ティ、自転車で行ける場所にア
ミュプラザみやざきがあるので、
学校帰りに友達とちょっとした
買い物にでかけることもできま
すよ。

職員室前の学習机で先生から個別
指導を受けたり、自分に合った課題
に取り組んだりしています。

冷房完備の自習室があっ
て集中できるので、先輩・
後輩と一緒に黙々と自習
しています。

宮崎駅

南宮崎駅

スポーツ
ゼビオ

コメダ珈琲
トライアル

ダイソー

Starbucks
Coffeeコンビニ

コンビニ

宮交シティ

マクドナルド アミュプラザ
みやざき

ニトリモール

スクールライフが
楽しみになるぴょん！

　1962年に「県立宮崎大淀第二高等学校」という仮称
で普通科8学級、家庭科2学級を設置し新設された南高
校は、創立61年という長い歴史があります。
　本校の校章の由来である図南飛翔（となんひしょう）
には「大海原の荒波の上をたくましく飛翔する鵬」のよ
うに、高く理想を掲げ、常に気魄に満ちた前進を続ける
若者であってほしいという願いが込められており、これ
までも県内の由緒ある県
立高校として、数多くの著
名人を輩出してきました。
　次に高く飛び上がりキ
ラキラ輝くのは誰でもない、
あなたです。

校 

内 

図

放課後に開催されてい
る南セミナーに参加し
てハイレベルな内容の
学習をしています。

年 間 行 事

● 冬 服
男子は上下黒の詰襟学生服。女子は長袖ブラウスにリボン、ブレザーを着用。
式典関係の正装になります。女子の制服はスラックスも選べます。

● 合 服
男子は長袖シャツ、女子はグレーのベストを着用します。

● 夏 服
男子・女子ともに半そで開衿シャツで夏でも快適です。

運 動 場

移動
教室

第1パソコン室 放送室

図書館

書道教室

WC

倉庫

WC

Ｗ
Ｃ

WC

準備室 WC

総合理科棟

WCWC

WCWC 第I
会議室 校長室 事務室保健室

機械室

機械室

玄関

WC

自転車置き場 倉庫

粗大ゴミ

ゴミ保管室

生徒会室

自転車置き場

自転車置き場

ミューティング
ルーム

自転車置き場

WC

特別教室東・西棟

管理・普通教室棟

旧女子生徒の制服デザインは伝統と誇りを感じさせるクラシックなスタ
イルでした。

3年
2年

1年

体 育 館

テニスコート

武 道 場

育 鵬 館

クラブ室

図 書 館 棟部 室

部 室

更衣室

プ ー ル
新 設

職員室・保健室・校長室

南 高 校

60周年記念式典の最中に突如現れた妖精
「みなぴょん（南高校の公式キャラクター）」
があなたの入学をお待ちしています！

南高校は、
創立61周年になりました。

宮崎南高校制服コレクション
MIYAZAKI MINAMI HIGH SCHOOL UNIFORMS COLLECTION

部活が始まるまでの30
分間で自主練をしてラ
イバルに負けないよう
頑張っています。
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