
学校名 住所 学校名 住所

1 市立 荒田小学校 荒田一丁目30番27号 43 市立 中洲小学校 上之園町28-1

2 市立 伊敷小学校 伊敷五丁目19-1 44 市立 中名小学校 喜入中名町1079番地

3 市立 伊敷台小学校 伊敷台四丁目20番1号 45 市立 西伊敷小学校 西伊敷四丁目12番1号

4 市立 石谷小学校 石谷町1360 46 市立 西田小学校 薬師二丁目31番1号

5 市立 犬迫小学校 犬迫町5745 47 市立 西谷山小学校 上福元町6464-1

6 市立 宇宿小学校 宇宿四丁目21-7 48 市立 西紫原小学校 紫原四丁目16-4

7 市立 桜洲小学校 桜島小池町55 49 市立 生見小学校 喜入生見町1365番地

8 市立 桜峰小学校 桜島松浦町355 50 市立 花尾小学校 花尾町170

9 国立 鹿児島大学教育学部附属小学校 郡元一丁目20-15 51 市立 原良小学校 原良二丁目1-1

10 市立 鴨池小学校 真砂本町59番28号 52 市立 春山小学校 春山町1824番地2

11 市立 川上小学校 川上町322番地 53 市立 東桜島小学校 東桜島町17番地

12 市立 喜入小学校 喜入町6993番地 54 市立 東谷山小学校 魚見町124番地1

13 市立 錦江台小学校 錦江台一丁目70番1号 55 市立 一倉小学校 喜入一倉町5335番地

14 市立 黒神小学校 黒神町2561 56 市立 平川小学校 平川町3795番地

15 市立 花野小学校 花野光ヶ丘一丁目1番1号 57 市立 広木小学校 広木一丁目4-1

16 市立 皇徳寺小学校 皇徳寺台二丁目50-1 58 市立 福平小学校 平川町819-3

17 市立 向陽小学校 向陽一丁目14番1号 59 市立 星峯西小学校 星ヶ峯四丁目9-1

18 市立 郡山小学校 郡山町2080番地 60 市立 星峯東小学校 星ヶ峯一丁目17-1

19 市立 小山田小学校 小山田町9398番地 61 市立 本城小学校 本城町1705番地

20 市立 坂元小学校 玉里団地三丁目45-1 62 市立 本名小学校 本名町3579

21 市立 坂元台小学校 西坂元町58-2 63 市立 前之浜小学校 喜入前之浜町7036番地

22 市立 桜丘西小学校 桜ヶ丘二丁目35番地 64 市立 松原小学校 南林寺町2番18号

23 市立 桜丘東小学校 桜ヶ丘六丁目13番地 65 市立 松元小学校 上谷口町956-1

24 私立 三育小学校 平之町14-21 66 市立 南小学校 東郡元町13-22

25 市立 清水小学校 清水町8-15 67 市立 南方小学校 川田町1415

26 市立 城南小学校 城南町1番1号 68 市立 皆与志小学校 皆与志町4307

27 市立 錫山小学校 下福元町9856 69 市立 宮小学校 宮之浦町1953番地

28 市立 西陵小学校 西陵一丁目11-1 70 市立 宮川学校 皇徳寺台四丁目26-1

29 市立 清和小学校 上福元町1277番地1 71 市立 紫原小学校 紫原二丁目36番50号

30 市立 瀬々串小学校 喜入瀬々串町3103番地 72 市立 牟礼岡小学校 牟礼岡一丁目1-1

31 市立 草牟田小学校 城山二丁目3番1号 73 市立 名山小学校 山下町6番43号

32 市立 大明丘小学校 大明丘一丁目18-1 74 市立 明和小学校 明和二丁目1-1

33 市立 大龍小学校 大竜町11番44号 75 市立 八幡小学校 下荒田三丁目25番1号

34 市立 田上小学校 田上五丁目12-1 76 市立 山下小学校 西千石町15番5号

35 市立 武小学校 武一丁目35番31号 77 市立 吉田小学校 西佐多町185番地4

36 市立 武岡小学校 武岡二丁目30番地1 78 市立 吉野小学校 吉野町2472番地

37 市立 武岡台小学校 武岡六丁目1-1 79 市立 吉野東小学校 吉野町5968番地1

38 市立 谷山小学校 谷山中央一丁目4962番地 80 市立 和田小学校 和田二丁目2番10号

39 市立 玉江小学校 下伊敷一丁目３５番１号

40 市立 中山小学校 中山二丁目30番3号

41 市立 東昌小学校 直木町4307-1

42 市立 中郡小学校 郡元二丁目4-6
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小学校



学校名 住所

1 市立 伊敷中学校 下伊敷一丁目11番1号

2 市立 伊敷台中学校 伊敷台一丁目3-1

3 市立 鹿児島玉龍中学校 池之上町20-57

4 私立 鹿児島修学館中学校 永吉二丁目9番1号

5 私立 鹿児島純心女子中学校 唐湊四丁目22番2号

6 国立 鹿児島大学教育学部附属中学校 郡元一丁目20番35号

7 市立 鴨池中学校 真砂本町58番58号

8 市立 喜入中学校 喜入町7140番地

9 市立 黒神中学校 黒神町647番地

10 市立 甲東中学校 樋之口町4-38

11 市立 郡山中学校 郡山町1500番地

12 市立 皇徳寺中学校 皇徳寺台三丁目35番1号

13 市立 甲南中学校 高麗町36-32

14 市立 河頭中学校 犬迫町1168

15 市立 坂元中学校 玉里団地三丁目45-2

16 市立 桜丘中学校 桜ヶ丘二丁目34

17 市立 桜島中学校 桜島藤野1342番地

18 私立 志學館中等部 南郡元町32-1

19 市立 清水中学校 稲荷町36番29番

20 市立 城西中学校 城西二丁目3番12号

21 市立 錫山中学校 下福元町9856

22 市立 西陵中学校 西陵5丁目13-1

23 市立 武中学校 武三丁目42番1号

24 市立 武岡中学校 武岡五丁目50番1号

25 市立 谷山中学校 谷山中央8-20-5

26 市立 谷山北中学校 山田町1690

27 市立 天保山中学校 下荒田二丁目31-15

28 市立 長田中学校 小川町3-10

29 市立 西紫原中学校 西紫原町26-1

30 市立 東桜島中学校 東桜島町810番地

31 市立 東谷山中学校 魚見町120-2

32 市立 福平中学校 平川町6004

33 市立 星峯中学校 星ヶ峯四丁目10-1

34 市立 松元中学校 上谷口町2994番2

35 市立 緑丘中学校 緑ヶ丘町46番1号

36 市立 南中学校 東郡元町13番34

37 市立 紫原中学校 紫原六丁目31-19

38 市立 明和中学校 明和2-2-1

39 市立 吉田北中学校 西佐多町269番地

40 市立 吉田南中学校 本名町565番地

41 市立 吉野中学校 吉野町3074

42 市立 吉野東中学校 吉野町5003

43 市立 和田中学校 和田二丁目44-3

中学校
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1 県立 開陽高等学校 西谷山一丁目2-1

2 私立 鹿児島高等学校 薬師一丁目21番9号

3 市立 鹿児島玉龍高等学校 池之上町20-57

4 私立 鹿児島実業高等学校 五ヶ別府町3591番地

5 私立 鹿児島修学館高等学校 永吉二丁目9番1号

6 市立 鹿児島商業高等学校 西坂元町58番1号

7 私立 鹿児島情報高等学校 谷山中央二丁目4118

8 私立 鹿児島純心女子高等学校 唐湊四丁目22番2号

9 市立 鹿児島女子高等学校 玉里町27番1号

10 県立 鹿児島中央高等学校 加治屋町10-1

11 県立 鹿児島東高等学校 東坂元三丁目28番1号

12 県立 鹿児島南高等学校 谷山中央八丁目4-1

13 県立 錦江湾高等学校 平川町4047

14 県立 甲南高等学校 上之園町23-1

15 私立 志學館高等部 南郡元町32-1

16 私立 樟南高等学校 武岡一丁目120-1

17 県立 松陽高等学校 福山町573番地

18 県立 武岡台高等学校 小野町3175番地

19 県立 鶴丸高等学校 薬師二丁目1-1

20 県立 明桜館高等学校 郡山町100番地

高等学校


