
鹿児島県立吹上高等技術専門校

令和５年度 入校生募集

自動車整備のスペシャリストを養成
２級自動車整備士 抜群の合格率
自動車に係る構造・機能・各種制御技術などを修得し，
一般的な点検，整備から故障診断修理技術まで対応で
きる人材を育成します。

自動車工学科（２年課程 定員２０名）（高等学校卒業者）

機械整備科（１年課程 定員１０名）（高等学校卒業者）

建設機械・農業機械の整備を学ぶ全
国唯一のコース
建設機械や農業機械各装置について、その点検・分
解・組立・調整・故障診断等の技術の習得により，修
理技術や機器の適正利用ができるエンジニアを育成し
ます。

板金・溶接・塗装・車体
幅広い技術を身につける
工場板金や自動車板金，プレス加工，各種溶接，金属塗
装等の学科・実技と機器の保守技術を学び，金属加工や
車体関連分野に幅広く対応できる人材を育成します。

金属加工科（２年課程 定員２０名）（義務教育修了者）

TEL 099-296-2050
鹿児島県立吹上高等技術専門校

〒899-3302 日置市吹上町中之里1717

吹上高等技術専門校 検索

的確で熱心な技術指導！ きめ細かな就職指導！

取得資格も充実！ 実技中心のカリキュラム！



募集科名
応募資格

自動車工学科・機械整備科・・・ 高等学校卒業者(見込者含む)若しくは同等以上の学力を有すると認められる者

金属加工科 ・・・・・・・・・・・・・・・ 義務教育修了者(見込者含む)若しくは同等以上の学力を有すると認められる者

選考日程

願書締切り日 選考日 授業料 その他経費

推薦 令和４年９月２６日（月） 令和４年１０月 ３日（月） 入校料 5,650円
授業料 9,900円（月額）
入校料・授業料には減免制度があり

ます。

金属加工科には「高等学校修学支援金」の

制度に準じた，減免制度があります。

入校経費 125,000円～150,000円

（科によって異なります。）

後援会費 12,000円（年額）

令和４年１０月２８日（金） 令和４年１１月 ４日（金）

令和４年１１月２５日（金） 令和４年１２月 ２日（金）

令和５年 １月１３日（金） 令和５年 １月２０日（金）

令和５年 ２月 ６日（月） 令和５年 ２月１２日（日）

令和５年 ２月２７日（金） 令和５年 ３月 ５日（日）

選考方法 筆記試験及び面接を行います。

※ 合格者が定員に達した科については，選考を実施しない場合がありますので，事前に校の方へご連絡ください。

募集要項と必要経費

TEL 099-296-2050 〒899-3302 日置市吹上町中之里1717

鹿児島県立吹上高等技術専門校

昼食３８０円程度誠和寮とグラウンド

在校中は鉄道，バス，船舶の学生割引運賃及び学生定期券が利用できます。
技能者育成資金融資制度があります。

（年額260,000～310,000円程度）

入校中の特典

校生活

板金塗装実習（塗装中）

建設機械運転実習
講習会（自動車メーカー） フォークリフト技能講習

球技大会

寮（男性のみ）が校内にあります。
冷暖房完備です。
（食費込み月額３５，０００円程度）

機械整備科エンジン組立実習

板金塗装実習（完成）

科 名 主な修了による取得資格及び修了による受験資格 在校中の受験指導

自動車工学科 ２級自動車整備士試験（実技試験免除） 中古自動車査定士 危険物取扱者試験

機械整備科 車両系建設機械運転者資格
特定自主検査検査者資格
２級農業及び建設機械整備技能士（学科免除）

危険物取扱者試験

金属加工科 自動車車体整備士試験 （実技試験免除）（２年次修了時）
２級技能検定（工場板金他）（学科免除）

技能検定等 溶接技能者評価試験
危険物取扱者試験

全科共通 技能講習（ガス溶接，小型移動式クレーン運転，玉掛け，フォークリフト運転）
特別教育（アーク溶接，タイヤ空気充てん 等多数）

資格取得について

誠和寮

befor After



１　募集科目・募集定員等

２　入校料・授業料等について（令和３年度実績）

３　入校選考試験

募集科名 自動車工学科，機械整備科，金属加工科

応募資格

提出書類 裏面の応募手続の提出書類のとおり（一般入校者選考の書類に加えて学校長推薦書が必要）

選考方法 筆記試験（ペーパーテスト・３０分）及び面接

募集科名 自動車工学科，機械整備科，金属加工科

応募資格 高等学校卒業（見込者含む）若しくは同等以上の学力を有すると認められる者

提出書類 裏面の応募手続の提出書類のとおり

選考方法 筆記試験（総合問題・５０分）及び面接

募集科名 金属加工科

応募資格 義務教育修了者（見込者含む）若しくは同等以上の学力を有すると認められる者

提出書類 裏面の応募手続の提出書類のとおり

選考方法 筆記試験（総合問題・５０分）及び面接

定　員:２０名
訓練期間:２年

○訓練時間は、おおむね８時４０分から１６時３０分までです。
○土日・祝日は休みです。他に夏休み・冬休み・春休み（２年課程の場合）があります。
○技能検定，その他各種の資格取得が出来ます。

※入校料，授業料については，減免制度があります。詳しくは当校へお尋ねください。

令和５年度　吹上高等技術専門校募集案内
　県立吹上高等技術専門校では、新規学卒者や離転職者等に加え，県内の企業等に勤務中（令和５年４
月１日採用予定者を含む）であり、訓練修了後も引き続き県内に勤務することが見込まれる方を対象と
した来年度の訓練生を募集しております。

自動車工学科 　自動車に係る構造・機能・各種制御技術などを修得し，一般的
な点検・整備から故障診断修理技術まで対応できる人材を育成し
ます。
　修了により，２級自動車整備士の受験資格（ガソリン，ジーゼ
ル，シャシ，二輪の実技試験免除）を得ることができます。

機械整備科 　建設機械や農業機械各部装置の構造・機能についての知識や点
検・分解・組立・調整・故障診断等の技術，更に運転技術まで修
得します。
　修了により，車両系建設機械運転者資格や特定自主検査検査者
資格を得ることができます。

定　員:１０名
訓練期間:１年

金属加工科 　工場板金や自動車板金，プレス加工，各種溶接，金属塗装等の
学科・実技と機器の保守技術を学び，金属加工や車体関連分野に
幅広く対応できる人材を育成します。
　修了により，自動車車体整備士（実技試験免除）の受験資格を
得ることができます。

 定　員:２０名
訓練期間:２年

（１） 推薦入試　［高等学校卒業見込者対象］

・高等学校を令和５年３月卒業見込の者
・学校調査書における評定　自動車工学科 … 概ね３．５以上
　　　　　　　　　　　　　機械整備科　 … ３．０以上
　　　　　　　　　　　　　金属加工科　 … ３．０以上
・学校調査書において，出席率が概ね９５％以上の者
・試験に合格した場合，入校できることを確約できる者

（２） 一般入校者選考試験（Ａ日程～Ｅ日程）［高等学校卒業者等対象］

（３） 一般入校者選考試験（Ａ日程～Ｅ日程）［義務教育修了者等対象］

授業料 後援会費 入校経費

月額９，９００円
（年額１１８,８００円）

年額１２,０００円
１２５，０００～
 １５０，０００円程度

５,６５０円

入　校　料



４　選考日程と応募手続等

（１）選考日程

受付開始日 願書締切日 選考日 試験会場 合格発表日

推薦 9.26(月) 10.3(月) 10.12(水)

Ａ日程 10.28(金) 11.4(金) 11.11(金)

Ｂ日程 11.25(金) 12.2(金) 12.9(金)

Ｃ日程 1.13(金) 1.20(金) 1.27(金)

Ｄ日程 2.6(月) 2.12(日) 2.17(金)

Ｅ日程 2.27(月) 3.5(日) 3.10(金)

（２）応募手続

募集科名

提出書類

入校検定料 鹿児島県収入証紙2,200円を入校願書に添付のこと（収入印紙ではないので注意のこと）

提出先 吹上高等技術専門校（ただし雇用保険受給資格者等は最寄りの公共職業安定所）

５　入校中の特典

６　交通のご案内

選考日程
R4.9.1(木) 吹上高等技術専門校

※直接持参する場合の受付時間は，平日8:30～17:15です。
※願書締切日は校への必着日です。ただし，郵送の場合の願書締切は推薦は9月26日，
　Ｅ日程は2月27日の消印有効です。
※入校願書は吹上高等技術専門校及び各公共職業安定所の他，鹿児島県のホームページ
　からも取得できます。

○男子寮があります。冷暖房完備です。（食費込み月額３５,０００円程度）
○在校中は鉄道，バス，船舶の学生割引運賃及び学生定期券が利用できる場合があります。
○技能者育成資金融資制度があります。（年額２６０，０００～３１０，０００円程度）

鹿児島県立　吹上高等技術専門校
〒899-3302
　鹿児島県日置市吹上町中之里１７１７
　ＴＥＬ ０９９－２９６－２０５０　　ＦＡＸ　０９９－２９６－２７４６

※Ｂ日程～Ｅ日程の選考試験については，定員に達した科においては，選考を実施しない場合もあります
　ので，事前に当校へご連絡ください。
※令和５年３月義務教育修了見込の方については，Ｃ日程以降での受験となります。
※募集人員に達しない場合は、令和５年３月中旬から下旬に入校試験を追加実施する場合があります。詳
　しくは当校へお尋ねください。

令和５年３月に高等学校を
卒業見込の者

令和５年３月に中学校を
卒業見込の者

左記以外の者

・入校願書（写真貼付）
・学校調査書
・写真１枚（受験票用）
　（縦４㎝×横３㎝）
・学校長推薦書（推薦選考
　受験者のみ提出）

・入校願書（写真貼付）
・就職相談票[乙]
　（写真貼付）
・写真１枚（受験票用）
　（縦４㎝×横３㎝）

・入校願書（写真貼付）
・学校調査書（又は卒業証明書）
・写真１枚（受験票用）
　（縦４㎝×横３㎝）

吹上高等技術専門校 検索

こちらのＱＲコードから


